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吿木年度から本誌購讚料を 

年2 mi 40錢¢1部20 

錢)に變更。

昨年は經費の不足のためJarlibroをだすこと 

ができませんでした。今年は不誌四刀號と同時

にJarlibro (簡單な)をだす豫定です。地方會名簿は 

咋夏御送り下さったものによります。その中蜃更した 

都分があれぱ至急(・來る二月廿日迄に)卸進知下さい。
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LA REVUO ORIENTA
Mana t a Organo de JAPANA ESPF RANTO-INSTSTUTO, Hongoo-ku, Motomaĉi I, TOKIO, Japanuo; 

aboco internacia—5 svis. frankoj.

VOCO EL LA OKCIDENTO
Rudolf MA YER

Kiel simpla observanto cle la Esperanto-movado mi kun granda ĝojo jam longe 
admiras la progreson de nia lingvo en orientaj landoj, inter kiuj Japanujo staras en la 
imua vico. Leginte en ,, Heroldo de Esperanto u la raporton pri Ia Esperanto-korgreso 
de Japanujo en novembro, 1933, mi devas konstati kun koraj sentoj la viglecon de nia 
kara movado speciale en tiu ĉi progresema lando.

Sed kio plej multe instigas min skribi al vi, estas la rezolucio, akceptita de la 
kongreso en Kioto, kaj por kiu ini kaj, mi kredas, multaj aliaj gesamideanoj en okcidentaj 
landcj sentas dankemon, pro la ĝusta ekkono de nia Esperanto-t3sk〇.

Estas prave, ke la rezolucio akcentas faktorojn, kiuj est^s nepre vivnecesaj por la 
konservo kaj rekono de nia kara Esperanto, Estas necese, ke la esperantistaro ĉiam 
rerigardu al la fontoj de nia deo *

Ni estu batalantoj por la idealoj de D-ro Zamenhof, kiuj, laŭ mia opinio, ankaŭ en 
nia moderna tempo nenion devas perdi de ilia valora esenc〇. Do, granda danĝero 
vere estas, se en nuna tempo oni emas precipe en la eŭropaj landoj formi kaj serĉi 
novajn vortojn, kiuj por la plej multaj devas resti nekompreneblaj, ĉar ili ne estas 
internaciaj ・

Se eĉ ni, en okcidento, devas forte plendi pro la enkonduko de novaj nenecesaj 
vortoj, tiam pli mi komprenas, ke niaj orientaj gesamideanoj estas ofenditaj pro tia 
senre, pondeco.

Jes, Esperanto estas lingvo de la tuta homaro kaj ne nur eŭropa interkomprenigilo!
Kion eble dirus la europa esperantistaro, se ekzemple en oriento oni ekenkondukus 

en Esperanto vortojn, devenantajn el aziaj lingvoj, tute nekompreneblaj por ili. Ili ja 
es：as egalrajtaj kun esperantistoj en alia mondparto. Ni estu homoj kaj ĝuste la 
grandiozeco de la idealo de nia kara lingvo ja estas ĝ a antaŭenpuŝilo trans la tuta tero. 
Gi estu ŝlosilo al la interkomprenigo de koro kaj spirito inter la tuta homaro, iam 
formonte harmanian familion. De tiu & celo ni homoj ĝis nun ja estas tre malproksime, 
kontraŭe, neniu fidas al la alia, ĝi estu persone aŭ popole. Tamen, kaj spite de ĉio ni 
estu esperantoj kaj esperantistoj, batalante por alta celo de harmonia homaro kiu per 
Dia helpo estos atingata.

Se ankaŭ la disvastigo de Esperanto en eŭropaj landoj superas tiun de la orientaj,
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estas tamen treege grave, ke estonte ambaŭ terpartcj pli multe kaj intime kunlaboru 
en Ĉia rilato precipe en interesoj de nia ideo. Ne plu estas eble pretervidi tiun postulon, 
mi propnas al ambaŭ flankcj serioze studi tiun ĉi problemon kaj liberigi la vojon de 
antaŭjuĝoj. Ni ne volas nekomprenon, dispartigon, sed doni al ni reciproke la manjn! 
N! ja vidis, ke rigardate kici lingva problemo sole, Esperanto ne povus servi al pli bona 
homec〇. N® Esperanto ne estu ia lingvo, enkadrigita en limojn elpansitajn de iuj laŭ la 
gusto de la tempo, sed ĝi estu universala, donante al ni mondpercepton pli vastan, kiu 
laŭ esence tute ne estas io nova, moderna, sed estis la sonĝo de mu 吐 aj generacioj antaŭ 
ni. Nur kun la interna spirito de Esperanto, la forta bona volo al interkomprenigo Ia 

revata celo estos atingota!
Do ankoraŭfoje mi por multaj en spir让〇 premas al vi la manojn kore konsentante 

kun via alvoko al ni eŭrcpaj gesamideanoj. Ni samsentas kun vi: La epoko de eŭropa 
aŭ alikontinenta idea imperialismo jam definitive pasis. Vivu la tuthomara solidareco 
kaj la interkontinenta lingvo Esperanto! Vivu ankaŭ la egaleco de rajtoj de ĉiuj 

popoloj ankaŭ sur la lingva kampo internacia!
Ni fosu nian sulkon !LETERO DE GES-ROJ MA1ER
Karaj japanaj geamikoj!
La nova jaro estas bona okazo paroli al vi, jam long s ni havis la intencon fari tion ・
Pli ol du monatoj ni nun estas en via najbarlando Ĉenujo en nova &rkaŭa^o. Estas 

bele kaj interese restadi ĉi tie. Nia logejo nur estas je kelkaj paŝoj de Ia rivero Hai-Ho, 
kie alvenas la ŝipaj el bela Japanujo. De la fenestro ni povas vidi iEn preterveturi;la 
blanka flago kun la ruga suno flirtanta en la vento ŝajnas sendi al ni salutojn de la 
postlasitaj amikoj. Ofte ni iras al la riverhaveno por transdoni psr la komfortaj naĝantaj 
domoj niajn salutojn al la lando, kie ni feliĉe vivis longan tempon. Neniam ni forgesos 
la belajn horojn en via patrolando, kiu donis al ni grandan kaj afablan gastecon. T al 
ni volas ankoraŭfoje kaj publike esprimi nian koregan varmegan dankon al ĉiuj espera
ntistoj, kiuj ofte kaj multe helpis n n kaj beligis nian restandon.

For de Japanujo!—Nur restas m：aj belaj rememoroj—kaj japanaj pupetoj, etaj lant
ernoj, vazetoj, starantaj sur komodo, kiuj ĉirkaŭas n n kun japana atmosfero, kiun ni 
vane serĉas en la japana urbparto de Tientsin, sed feliĉe trovas en ĝiaj vendejoj kaj 
gastejoj.

I or eterne ni estas kunligita kun la esperanto-movado de Japanujo, krizantemo en 
la ĝardeno de Esperantujo.

Je la fino ni derizas al vi ĉiuj en la nova jaro feliĉon kaj sanecon, kaj al la movado 
ĉiaman progreson.

Vivu Esperanto! •
Karl kaj Hedel Maier,

Tientsin,しinujo.
14. W. Wilson Street.



APUD——PRETER
{X・l Prepjz.] K. Ossaka.

ENKONDUKO

Mallongaj Rimarkoj pri 

Prepozicioj

1. Difino. Prepozicioj estas partikuloj 
almetataj antaŭ substantivo aŭ substantive 
uzata vorto por signi, ke la vorto ludas 
en la propozi cio alian rolon ol la subjekto 
aŭ la predikata aŭ rekta komplemento, kaj 
donas al la vorto sencon por la rolo, rilati
gante ĝin kun alia frazer〇.

Predikata komplemento montras iden
tecon kun la subjekto, kaj sekve oni ne 
bezonas aldoni al ĝi ian signon por ĝin 
diferencigi de la subjekto, kaj povas ĝin 
starigi en apozicio kun la subjekto, neme 
en nominativo :

Leono estas besto, (leono=besto).
S?d kiam en la propozicio ekzistas krom 

la subjekto aliaj substantivoj, montrantaj 
malsaman aferon ol la subjekton, oni tiam 
devas diferencigi ilin de la subjekto iel per 
form 〇. Ekzemple:

Li timas je Dio.
En tiu ĉi propozicio „ Dio " estas ne „ li 二 

sed tute alia afero ol „ li u („ li "丰 „ Dio "). 
kaj por diferencigi de la subjekto „ li “ la 
vorton M Dio ", ne identan al ĝi, ĉi tie oni 
almetis antaŭ la vorto „ Dio “ partikulon 
” je 笃 nomatan n prepozicio u, por montri, 
ke la vorto M Dio M ne estas subjekto nek 
predikata komplemento, t. e. ke „ Dio ne 
estas tiu, kiu faras la agon „ timas sed 
tiu al kiu la ago, farata de la subjekto 
”li estas direktata (do ,,li “ faras la agon 
kaj ” Dio “ suferas la agon).

Ce multaj verboj (nomataj „ transitivaj4<) 
oni havas apud „ faranto " ĉiam n faraton “ 

suferanton “)de la ago montrata de ili,

kaj por montri „ faratecon " (suferantecon), 
kiu tiel ofte okazas en la paroloj kun tiu 
kategorio de verboj, oni enkondukis spaci
alan signon multe malpli peze uzeblan ol 
prepozicioj, nome la kazon akuzativan per 
simpla aldono de unuopa I让ero 打・n " al 
la fino de la vortcj. Oni do povus diri, ke 
la akuzativa finiĝo estas nenio alia ol 
aliformgita speco de prt pozicio, aŭ pli 
ĝuste „ postpozicio J ĉar ĝi estas almetata 
post la vorto. En la japana lingvo ĉiuj kazoj 
estas montrataj psr „ postpozicioj" algl- 
uataj al la vorto, duni en Esperanto oni 
uzas la postpozicion ” 4< nur por la rekta
komplemento, lasante aliajn kazojn al 
prepozicioj ・

Tiel anstataŭ ,, Li timas je Dio “ oni 
povas diri:

Li timas Dion : Kare-ŭa kami-o osoreru 
ĉar „ timi" estas transitive uzebla 

verbo kaj „ Diof< estas tiu, kiu suferas 
(ricevas) la agon, t. e. oni povas rigardi ĝin 
kiel la rektan komplementon de Ia verbo. 
Sed kiam oni volas doni al la verbo „ timi " 
alian sencon ol transitivan, ekzemple la 
sencon „ senti timon u, oni uzas prepoziciojn 
laŭ la senco, ekzemple : Li timas pro Dio, 
antaŭ Dio. Aliflanke en okazoj, kie pre
ciza sencospecialigo per uzo de iaj specialaj 
prepozicioj ne estas bezonata aŭ postulata, 
oni povus tute bone uzi la komunan 
prepozicion „ je aŭ pli bone oni povas 
starigi la vorton en la akuzativo sen 
prepozicio. Ni do vidas, ke la kazoj kaj 
prepozicioj estas tute ekvivalentaj;la 
prepozicioj estas uzataj por specialaj kazoj 
difinendaj laŭokaze, dum la kazoj estas 
uzataj pro s?mpieco kaj malpezeco nur 



per ĝeneralaj, sed limigitaj kazoj, okazantaj 
tre ofte en paroloj, ekzemple por kazo 
montranta la subjekton (nominativo) aŭ la 
rektan kcmpJementon de transitivaj verboj 
(akuzativo). Tiun naturon pri la ekviva
lenteco de kazcj al prepozicioj D-ro Zamen
hof tre saĝe formuligis kiel jane : 一

M Kazoj ekzistas nur du : nominativo kaj 
akuzativo • • • La ceteraj kazcj estas espri
mataj per helpo de prepozicioj u (FK 254).

” Ĉiu prepozicio havas difinitan kaj kon
stantan signifon : sed se ni devas uzi ian 
prepozicion kaj la rekta senco ne montras 
al ni, kian nome prepozicion ni devas 
preni, tiam ni uzas la prepozicion ;<?, kiu 
rne mstaran sigr)ifon ne hava s. Anstataŭ 
la prepozicio je oni povas ankEŭ uzi la 
akuzativon sen prepozicio " (FK 255).

Li donas klarigan ekzemplon :
M Ekzemple en la esprimo «mi kontentiĝas 

tion ĉi》la akuzativo ne dependas de la 
verbo « kontentiĝas » sed anstataŭas nur la 
forlasitan prepozicion «je» ( = mi kontent
iĝas je tio ĉi)" (LR 40). [Notu, ke en tiu 
ĉi okazo oni ankaŭ povas diri: „ mi
kontentiĝas de tio ĉi aŭ pro tio ĉi<a. Do 
n speciala prepozicio-> „ la kcmuna je" 
-“la finiĝo ・n"・ Ankoraŭ vidu: F L9? FK 
9〕.

Rini. La japanaj „ postpozicioj u en efek
tiveco respondas al eŭrcplingvaj kazoj kaj 
ankaŭ tre limig让Ŝj en nombro de specoj, 
kaj sekve ni estas devigitaj tre ofte uzadi 
P postpoziciaj n frazerojn " (analogiajn al 
” prepoziciaj frazeroj u) eĉ por tiaj okazoj, 
en kiuj oni uzus en eŭropaj lingvoj sim
plajn prepoziciojn. Kp.:

En sia ĉambro li skribis kun la frato 
leteron al la patro :

Jibun-no heja-de kare-ŭa ani-to ĉiĉi- 
ni tegami-o kaite让a.

Sur la tablo : cukue-no- ue-de=(1 aŭ vorte) 
je-supraĵo-de tablo.

En la kesto: hako-no-naka-ni=je-
interno-de kesto.

2. Akuzativo de Direkto
Ĉar per la akuzativo ni montras, ke la 

ago de subjekto estas direktata al ĝiF aŭ 
la ago kvazaŭ mense transiras al la vorto 
staranta en akuzativo por ĝin trafi aŭ movi 
(t. e. ĝin „ suferglc<), estas tute nature, ke 
la akuzativo estas uzata por montri direkton 
(aŭ pli ĝute almovon). わ.

Leono estas besto:1eono=besto
Leono manĝas beston : L -> b-n
Beston manĝas leono : b-n —1

Tial ni povas tre bone diri:
Li veturis Parizon :li -> P・n

kaj aliflanke ni ankaŭ povas diri la samonr 
uzante la prepozicion de almovo ” al :

Li veturis a! Parizo;li f al-P.
Ni do havas : -n = al—. Tiel ni povus pli 
bone nomi la akuzativon ” diiektokazo" 
(aŭ kazo de almovo) kaj ni vidas, ke tiu 
ĉi kazo respondas al ” al prepozicio de 
direkto (aŭ almovo).

Resumo : La uzoj de „ -n 4<: — Kiel
(1) Rekta komplemento de transitiva 

verbo (la propra senco de la akuzativo) kiu 
respondas al la japana ”・〇" Cを).

(2) Anstataŭanto de prepozici〇・

A. Anstataŭ ,,je" aŭ alia prepozicio.
I. Ĝenerale pro manko aŭ nescio de 

pli taŭga prepozicio (kiam speciala pre
cizeco ne estas bezonata). Ekz. : ridi lian 
malkuraĝon; esti inda laŭdon.

II. Kutimaj uzoj:
i) Por montri tempon, precipe 

daton kaj fojon; t ekz. la lastan di
manĉon ;

ii) Por montri kvanton (mezurojn, 
tempodaŭron, ks・)Ekz.: esti tri metrojn 
longa.

B. Anstataŭ ,, al por montri direkton, 
t e. almovon.
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質 疑 應
Lingvaj Respondoj

答
A. Ossaka

★次の二文はいづれが正しきや。(原木氏)

a) Mi restis ĉirkaŭ 4 monatoj.
b] Mi restis ĉirkaŭ 4 monatojn.

・〔答〕»の方正し。•&rk注は0前置詞, 

H)副詞的助辭の二用法が刼るa
D前置詞としての用法。

A:〔場所〕(a)……のまわりに，をとり 

まいて,(b)……のほとりに。

B:〔時刻〕(或る時刻のほとり,卽ち凡そ 

何時？頃。

是は前置詞故目的格をつけない:ĉirkaŭ la 
fajro; ĉirkaŭ la kvara horo 四時頃〇

II)副詞的助辭としての用法:〔數宣〕約 

(いくらいくら)程。是は副詞的用法故必要な 

場合には目的格を伴ふ。上例は此の用法(『凡 

そ四ヶ月程』つ故數呈のH的檢を必要とし,b) 
が正しい。例:

Mi bezonas nur ĉirkaŭ ducent rublojn. 
(Rz 31/12)
ニけルーブルばかり入用です。

〔比較〕

Mi ekdormis ĉ计kaŭ la dua horo.
二時頃〔時刻〕寢た\

Mi dormis ĉirkaŭ du horojn.
二時間程〔時間，卽ち數扯〕寢た。

此の區別は初零敎科書にも出てゐる事であ 

第が,SATのPlena Vortaroには前置詞用 

法のみしか無い樣に書いてある。同谿•典は參 

考としてはまことに良いが,間々dogmaの 

處あり,同it典の解說を金科玉條として判斷 

しては誤まられるおそれがある故注意。 

★次の二文の正否。〔同氏:)

a) La juĝisto postulis de la akuzito 50 
dolarojn da puno.

b) …punon de 5) dolaroj.
〔答〕a) puno故daは少しおかしい故 

por puno戈はkiel punonとする方可，b) 
は可,但し意味によっては(pun-)pagon de 
50 dolarojがよりよい〇

★狀態動詞(sid； star，等)に直接語尾・e或 

は-aを附する(side, stara等？のと,現在 

分詞・ant・を揷入する場合(sidante, star
anta) の意味の相違。〔械濱芙科登〕

〔答〕•實靈的には同じ意味となる，ただ前 

者はen maiero sidantaなど狀態そのもの 

を,後者はそう云ふ狀態の下に今あることを 

示す氣持の違ひだけ。但し普通には後者の方 

が多く用ひられ,前者は稀,且つ前者の場合 

には合成語とせられる事多し。

starakvo—akvo staranta
★ Doganoの語源を承りたし〇 Etimologia 
Leksikonoにないし,佛語のdouaneが最も 

似てゐるが,それならdcŭanoとでもなり 

さうですが如何。〔函館祐IU英夫氏〕

〔答〕伊 dcgana,佛 douane, aduana ; 
獨 Zo】l,和 Tok!〔Kp・英 Tollĵ;英 custcm 
duty;露 tamojn ja ;リトヴ語 muitine,匈 

诚mh切等で伊,佛,商語は同語源と思はれ 

る,deganoは伊語のそのままです〇此の如 

く各或語形が異る場合にはZ博士は常に 

Esperanto全體と發音上調和するものを取っ 

てゐる。Birdo (英bird;獨 Vogel;佛 

oiseau ;伊 uccello ;露 ptica ;匈 mabar; 
西pajaro鎔洪通語を求め得ぬのでEsp.と 

して調和するbirdoをとった。Dcŭanoでは 

第一 cuなる綴がEsp.としては異式で從っ 

てEsp-istcjの耳にはよくない。

TOKIO-DANCO

H%, nun nun dancu ĉiuj laŭ la, ĉojto / 
T6kyd-dancc- kant\ joj-joĵ, / En nia metro
polo, / En nia metropolo, flora brilianf / 
sate, jdlto ndf sore joj-joj-joj, / jdtto nd, sore, 
joj-joj-joj.

Ha, Tokio, granda urbo, ĉojto / brilas en 
la land1, joj-joj / Kaj tra la mondo brilas, / 
kaj tra la mondo brilas gloro de 1'regant1 / 
sate, jdlto ndf sore joj-joj-joj, / rdtto nd sore 
joj-joj-joj. (trad. de Sisido-K)
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▲ LA NIGRA KATO, de Sixton Blake, trad. 
II. Kaji, eid.エスペラント硏究社,】933;13 
X19 cin. 38 p. prez.三十も.錢、送料二錢〇

語黑の學習は、多讀と、辅讀とを伴ひ行ふ 

べきであるといふ建前から、!精讚叢書」と併 

行的に緬々刊行・されるといふ「多讚凌書」Q 

第一•編。本書におさめるところは・セクスト 

ン•ブレイクの「黑猫の怪」と「現代鍊金術 

師!の二爲ゝ每厅、その橫に、その行の比較 

的最もむっかしい單語や句に對する譯が付け 

てあって、讀者は、本文を訣莎ながらヽむつ 

かしいところは、傍譯をちよっと流し甘に見 

て、どんどん議んでゆけるといふ仕組み。目 

先のかはった思ひっきである。文章は、原文 

に忠實すぎるせいか、やや冗漫で、すこし讀 

みづらくはあるが、ザ兀ンホフ文體的で、し 

っかりしてゐるから、こっこつ獨習してゆく 

人へは推獎してよからうcなほ、かうした種 

類のテクストとして、筋で讀者をぐんぐんひ 

っぱって行くことを生命とする探偵小說を擇 

んだことは賢明である。表紙の圖案も立派で 

ある。「多讀叢書」の本質上・續編が續々刊厅 

されることを望む。(Mijake-Ŝihej)
★ PRAKTIKA KONVERSACIO ESPERANTA, de 
Ŝ. Inoue, elei.エスペラント普及會,1933; 
13x19 cm.122 p. prez. 一 !Q| •送料四錢。

一卷をヽ春、夏、秋、冬雜の五部にわけ、 

各部をさらに.それぞれの氣候にあはせた話 

題にわけてある。

一般實用句からはじめて、易から難に入る 

といったヽ從來の行き方に反してゐるため、 

初事の人々には、ちょっと取りつきにくいで 

ちらうが、中等講習を終った程度の人々が、 

會話の獨J7C?；をやる材料として用ゐれば手 

頃であらう。會話としては、話す會話といふ 

よりも.書いた會話と言った感じがないでも 

ないが、本にまとめるとなると、これはやむ 

を得ない傾向であらう。著者その人の询話ぶ 

リが、一瀉千里式であるためか•そのくせが. 

そのまま紙面に出てゐるが.一般の會話の樣 

本としては、もすこし句切りを短かくした方 

がよからう。

命話の敎本は、H常の挨拶や、エスペラン 

チスト同志の樂屋話から題材を脈るのが能で 

なく、それを實生活に結びつけなければ、意 

味をなさない〇その意味で、この著者が、宗敎 

論について、頁を割いてゐることは、特にこの 

人の立場として、かなり巫要な意味を持って 

ゐるが・著者の立場があまリにはっきりしす 

ぎてゐるため、樂屋落に見えて、一般讀者に 

對しては、却って、反對効果を擧げさうであ 

る。從って、讀者を大本部內の人に限ってし 

まふことになる惧れがある。(Mijake-Ŝihej)

文 學 丁 易

▲ Ml EN LI, de Ladislav Vladjka, trad. kaj 
e】d・ Moravitij Esperanto Pioniroj, OIoidouc, 

1933; 14X19 cm.191 p. prez・四呵 C 目下特 

價あり,廣吿頁參照)。

Viaclykaは、チェッコ文壇の新時代的作 

家。主として近代的女性生活を取扱ひ、エロ 

ティー力な作風で知られてゐる。

本書は.最初の、爭件の發端の書き出しぶ 

りから、殊に、最後の、驚くべきでんだうが 

［し的結びに到るまで、全體の構成が・探偵 

小说的筋の運び力によって、讀者の興味を最 

後までひきずって行くやうになってをって. 

讀者をして、まちがひもなく、探偵小說でち 

ろと思はせてゐるが.その不質は、探偵趣味 

にあるものではない。探偵小說として見るな 

らば、全體の構成が、ちよつとした思ひっき 

だといふにすぎなくて、筋の運び方の上には• 

むだがあり、幼稚さがある。しかし、さうし 

た地となる骨組を讀むのでなく・それの身と 

なってゐる肉——眞の意味の內容を味へば、 

相當盒い藝術性を持ってゐることが解る。こ 

の小証の屮では、著者の得意とする女性生活 

の描寫は、一見、一隅におしこめられてゐる 

やうに見えるが、實は、それが・十分靈要な 

役割を以て望んでゐる。夫のある女ゝ若い• 

敎養のある女、それが.相愛の夫以外の、二 

人の男に身を任せるG 一方の男には恐迫され 

て、良心に責められながら關係をつづける 

----こゝには、われわれは、近代的女性を見 

ない。他方の男には偶然の機會からではある 

が、殆ど進んで身を任してしまふcそして平 
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然として云ふ「すてきだわ、私たち・おとも 

だちですもの」と〇道徳的批判は別にして、一 

方では良心に責められ、ここでは平氣でゐる; 

これには、しかし、矛盾はない〇あるのは、 
厂近代 があるだけである。男性の野獸的愛慾 

闘爭の激しさも、暴霸的に描き出してある。
「本書を探偵小說或ひは科學小說として取扱 

って、それの骨子となってゐる或る科學的實 

驗が可能であるとか、ないとか論じるのは愚 

の骨頂で、さうした實驗に藉りて、愛慾に對 

する篁肉の關係を剔り出して來た作者の手腕 

に、われわれは.冃を向けるべきである。

譯文は、和當のものと・ってよいが・スラ 

ヴィスモが、かなり漂厚のやうである。從っ 

て、種々なものを讀んだ後の人にでなければ、 

エスペラント文の讀みものとしては、推獎で 

きない。造語にも.かなり.どうかと思はれ 

るものが多い。そして、造語には・語根と語 

根との間にアポストローフォ が打ってある 

が、その大部分は不要である。あった方がよ 

いと思はれるものは、ぐトレケートに代へる 

べきでちる。CMijake-Ŝ：hrj）
▲ INFERO, de Dante Alighicri, trad. de K- 
Kalocsay, cld・ de Literatura Mondo, Buda
pest, 1933; 15x23 cm.熒4 p.定價ハ冏ハ抡 

錢送料十五錢（廣吿頁參照）。

長らく待たれてゐたカロチャイ譯の「神曲」 

第一部;，その一部分は、同じ郡者のEterna 
Bukedoに載せてある。

「神曲」のエス譯は、すでに早く出てゐなけ 

ればならないものの一つである。それが出る 

べくして出なかったのは、譯者を得なかった 

ためであらうCそれが、ただ筆先の器用のみ 

でなされるものでないことは勿論である「「神 

曲」の譯者として必要な資格のうち、最も巫 

耍なものは.1.エスペラントを最も自由に驅 

使し得ること、ヨ.原語によく通ずること、汶 

詩の精神を深く解し得ること、4.詩の形式に 

ついて敏感であること、そして、5.特に、そ 

の內客に盛られた歴史・的事實に通じる者でな 

ければならないこと。

譯者が・上記のうち•1,氏4の諸條件に. 

最もよく適してゐる者であることは、誰にも 

否めないであらう

2,5の條件については、多くを知ることが 

できないc彼がpoliglotoであることは、知 

られてゐるところであるけれど、poliglotoで 

あるが故に、かへって.多少の懸念がないで 

はない。Danteは、De paĝo al paĝoの附錄 

によれば、Kalocsayが私淑してゐる詩人の一 

人であ乙から、たとへ專門的にではないにし 

ろ、相當に硏究はしてゐるであらう。だから. 

2,5の點については、たとへ滿點ではないに 

しろ、少くとも、まづまづと見てよいであら 

う。 •

勿論25ともに非常に亟人ではあるが、す 

べての條件を具備した人を待ってゐては際限 

がない。【神曲］の課を出すとして、見廻はし 

たところ、現左のところでは最適任者と云へ 

ば、やはりKulocsuvであらう〇

「エス課は自國語から」の建前から云へば、 

「神曲」は.イタリー人に譯してもらひたいの 

は山々である〇しかし、今日K:Jcgiyが譯 

したから、後は、誰も譯してならないといふ 

わけでない〇 Ka'ocsayに匹敵する人、ある 

ひはヽそれ以上の人が.イタリー人の間に出 

れば、その時.また新しい課の出ることは決 

して無意味ではないc現に.イギリス語譯で 

も•その【神曲」課ゆゑにウェストミンスタ 

一 ・アベに葬られた C）ry のや Long化1】〇w, 
Norion等の歷史的名譯を初めヽ非常に多數 

の課木があるが、それらは.糧々な角度から、 

各自のカ法論を持って譯されヽそれぞれに・ 

存在の意義を持つてゐる〇少くとも.RM c・ 
sakが、原詩の形式を尊重したterza-rima gg 
をしてゐるのに對して.原詩の?°ezinに准 

點をおいたblankversa課が現れてもよいで 

あらう。（blankversaであることが□的でなく 

poezioに全力を注ぎ彳3るための手段としての 

それう。

EvangelineやIIiawath3の詩人が「神曲」 

に blankversa 譯を與へ、しingvo Stilo Formo 
の著者がterza-rima譯を試みたのは、興味あ 

ることである。

Kalocsayのやうに、形式に重きをおくとす 

ればterza-rimaは、非常に大きな意義を持 

ってゐる。それは、簡単に、原詩がさうであ 

るからといふだけでなくゝ形式的に見たばあ 

ひ、それは決定的なものである;といふのは、 

「神曲」の構成は、「地獄」「煉獄」「天國」の三 

部であることをはじめ、あらゆる點で三とい 

ふ數字を基調としてゐるから、そ"-・つのあ 

らはれとして、それが、選ばれた詩彫と見る 

べきであらう〇

さらした態度のKaloc3ayの方"、論をまづ 

•無條件に受容れて批評すれば、この譚はゝ町 

能の極限に近い理您的名譯と首ってよいであ 

らう、
開卷第一に口に觸れる、. •

Je V vojomez*  de nia vivo tera 
mi trovis min en arbareg, obskura, 
ĉar perdiĝinta estis vojo vera・
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これを、原詩の

Nei mezzo del cainmin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
oha la dii itta via era smarrita.

と並べてみ、更に他の國語譯のもの例へば 

Ix)ngfellow の譯、

Midway upon the journy of our life
I found myself within a forest clark;
For the straightforward pathway had 

heen iost
或ひは、同じterz-rima譯の

Midway the path of life that mcn pursue 
I fbund me in a darkling wood astray, 
for the direct w：iy had been lost to 

v'eu. (3/1 B. Anderson 譯)

などを比較してみると、少くとも! anteの 

譯に際して、形の上から.エスペラントが如 

何に適してゐるかは、驚くほどである。單に 

形の上ばかりでなく、逐字的に吟味したばあ 

ひ、あまりに曲歪されたAnderson譯に比し 

て、同じく形式餘:でありながら、Kalocsav 
譯が、いかに遙かに原詩に忠實であるかは、 

誰にも認め得られるであらう。

もっとI . Longfellow譯に比較したばあひ 

は內容に對する逐字的忠實さはかなり劣って 

わるが、これはエスペラントの罪でもなく. 

Ka：oc.sayの技がの劣るためではない〇カ法 

諭の相違に尿づくのであるc(方法論について 

は、評者には評者の意見があるが、これは結 

局ホ掛諭に終ることであるから、譯者の力法 

諭に立って、批評してゐるのである)。である 

から、しongfellowの方法論に從って、Kaloc- 
閃yと同じ技倉のある人がエスペラント課を 

試みれば、內容において、Longf.llow以上の 

ものを得るでからう。一步讓って、それと同 

じ程度のものしか得られないにしても、內容 

において、それと匹敵すると同時に、副産物 

の形式において、それを遙かに凌駕するであ 

らう。

Neo ogismoについては、antaŭparolo中に、 

かなU多くの自已辯護をして、相當に使って 

ゐるやうであるが、それでも、かなりに遠慮 

してゐるところが見受けられる。たとへば・ 

第一章だけから例を引いてみても、原詩の 

cani min, via, passot can)n)inot viaggio をす 

べてvojoでおし逋してゐるが.adasismo排 

牟主義の彼にとっては・これなども相當に苦 

痛であったことと思はれる。

更にーー辆しく批評してゐれば、際限がな 

いから、このあたりて筆を卿くが.要するに 

この譯は・形式尊重主義の飜譯としては・各 

阈語課に比して、恐らくは、最成功的のもの 

であらうといふこと、それは、Kube魁yの技 

逼:が、今までのダンテ飜譯者のうち最優秀な 

者たちのそれに伍し得るものであることと、 

能諏川語としてのエスペラントの優越性を證 

據だてるものである。

最後に、最も遺;憾とすることは・エスペラ 

ント文献に、最大の意義を有するtのを加へ 

た、こ0歴史的飜譯作品の發表にあたって.

課者が、そのantaŭparolo中に、用ゐられ 

たtekstoについて言及してゐないことであ 

る。この飜課を單なる神曲紹介として見るに 

は、それの明示は必要ではないけれども、「序中 

曲」の如く、著者のmanuskriptoがなく異本 

の多い著作の飜譯發表に際しては■用ゐられ 

た tekstoを!!JJ示することは、特に、この飜 

譯の如く「歷史的意義」を有するも了にあって 

は.井常に必要である〇 (M jake-Ĝihej) 
〇 DIALOGOJ KAJ KOMEDIOJ (dua Kolekto)^ 
de Einar Dahl, eid. de Eldona Societo E p . 
ranto, Stock hoi m,1933 ;1-X 19 cm. 31 p. 
prez. 50 oeroj.

ありあはせの逍具で、どこででも手輕にで 

きる短かい對話劇ヽ獨劇、老劇等を數篇おっ 

めたものである。小い集會などの餘興として 

もおもしろく、中尊程度の講習會で、會員各 

自に實演させれば、愉快な氣分に浸りながら. 

會話の練習にもなってお,もしろからう。

(M j ike-Ŝihej)
H BARBRO KAJ ERIKO, de Alois Schneider 
kaj Carlsson, eid. de Eldona Societo Espe
ranto, Stockholm, 1933;14x20 cm. 40 p. 
prez. G0 oeroj.

Erikoといふオーストリアの靑年と・Bar- 
hroといふスウェーデンの少女とがエスペラ 

ントで文通をしてゐるうちに、遂に、靑年が 

少女を訊ねて、屮歐から、はるばる北歐へ出 

かけて行くといふ筋を、二人の間に交した手 

紙によって示した小說ゝ特に興味深いのは. 

それらの手紙は、一人の若者によって書かれ 

たのではなく、Erikoの手紙はオースhリア 

人のSchneiderが書き、Barbroのは、スウェ 

ーデンの女性Carlssonが書き、この一篇に仕 

上げるために、一通一通交換したものである。

海外同志と文通したくても.どんな要領で 

誉いてよいか.勝手のよく够らない人にとつ 

て.よいお手本になるであらう。一つ一つの 

手紙に書いてあることも生きた實例でをるか 
ら、讀物としても興味がある。(Mijake-Ĝihej)
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エスペラントは最も優れた國際語て'めるか
J. Okamoto

はし力；き

こゝに團際:吾とは各國語各民族語と共存 

し、言語を異にする異國氏異民族相互の間に 

共通の口的のため便用さるべき言語をさすも 

のである。卽ち國際洁は全世界共通に使用さ 

るべき國際上の用語である。嘗って世界共通 

用語の意味で世界語⑴とよばれた事はあるが 

今口は尊ら阈際語〔久は國際補助語）とよんで 

ゐる「

今日世界に國を立つるもの幾十幾百、而し 

て各々阈語を有し猶幾多の地方語土語の類を 

藏してゐる故仝人類のもつ言語の數は數け數 

千に上ると稱せられてゐる。しかも航空機の 

發逹ラヂオの進步はHに月に阈際的折衝を繁 

からしめ言晤の不通は【Iと共に益々痢5感さる 

人に到った。特にラヂオ・發達と共に數十の 

國が言語を異にして風境を距て、相對峙する 

歐洲に於て國際語の必要は必至の勢でおる。

今口此の情勢に於て今更國際語の必要を云 

々するの要を認めないc然るに今猶一部有識 

者の間に於て國際語エスペラントの學也む輕 

視されてゐる最も大きな原囚は

. 國際語としてエスペラントが現在最も 

優秀なりや

2. 將來エスペラントよりも優秀な赳際語: 

が考案さるゝ見込な一きゃ

といふ疑惑があるからのことと思ふ"本論 

文はこれら一冷冇議者の蒙を拓き 國際詰と 

してエスベフントが現在最も優秀なるのみな 

らず「將來エスペラントよりも優秀な國際語 

の川現は不可能である」といふがを論證し併 

せて其將來を豫斷したいと思って草したtの 

でおる〇 •

第一節 國祭語の具有すべき三大イ棗件

仝世界共通の用詔としての阈際語がー§5如 

何なる條件を具備すべきかといふに次の三つ 

を數へる・事ができよう。

Cl）如何なる民族にとっても學習が極め 
て容易なるべきこと

多種多樣の言語に屬する母語を語る極々雜

CI）世界國家觀の觀點に立つ一部の人々 

は國際語を以て將來唯一の人類の共通語たら 

しめんとの夢想を抱き之に世界語の名を冠せ 

しめんとしてゐるヵ:これでは國際語としての 

み取扱ふ。 •・•レ..’ 

多の氏族や國氏相互間に使用さるべき國際語 

が如何なる民族にとっても容易に學習さるべ 

き性質の言語でなければならぬ。殊に國際諾 

は生れ落ちるときから自然に習熟する母語と 

は異り外國詰として靑少年期に胖校零にて學 

習すべき莒語であるから學習の平易といふ1K 
が最も大切な條件であるC

（わ  民族一國民に偏せざる中立的のも 

のなること、

國際譜は一民族一阈氏のみに有利にして仝 

人類の大多數の民族又は國民に帀ヽ利なもので 

あってはならなV、C假りに英語を阈際語とし 

たならば英語を母語とする英米人は旣に生れ 

落ちるとから國際語を語り小學校を終える頃 

には之に習熟し他國人間に互して少しの引目 

を感じないであらう。之に反して英米人以外 

の國民はあの難解の英語を第一外國語として 

中等並に盛等敎疔の課程に於て之が卑習に努 

ヵせざるべからざる事になるC然かもいくら 

勉强しても英来人と對悸の力刀打は絕封に不 

可能である。これでは全世界をあげて英来人 

の足下に蹂彌せしめるも同然であるc卽ち風 

際語には一ニ民族の育語を採用してはならぬ 

所以である。 ・ :;

C39如何なる繊細な描寫*可能なる事 。

國際;吾は又記號や符牒の様な軍純なもので 

なく複雜な人間の思想を精密に描寫すること 

のできるものでなければならぬ。

大體以上の三大耍件を十分に滿足すべきも 

のが國際語として完全なものである。

第二節國際語の二大別

從來から國際語の候補者として冏題となっ 

た言語はその成立の樣式によって人别してみ 

ると次の表の如くである。

（古典語——梵語ラテン語养
!自然語
I I近代語一英獨佛語悸
丨人工帶------------ エスペ > ント等

卽ち何時とはなく自然に成立した所謂自然 

語と一人乂は數人の人の考案した人工誌に二 

大別できるc自然語の中梵語、ラテン語等の 

如く旣に死滅した古代語と今I【猶使用されっ 

、ある近代語とがある。

捞今こゝに之等のどの種頤に屬,る言語が 

國際話として第一節にのべた三大」夏件を十分
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に滿足させるものであるかを考へてみよう。

先づ梵語ラテン語の如き古典語を考へてみ 

るに之專は旣に死語故特別に一氏族に有利と 

いふわけでないから中立性に富んではゐるが 

學習は相當困難であり且古語故現代の生活に 

必要な語寃に乏しく第一及第三の要件を十分 

滿足さすものとは云へない。

次に英獨佛語の如き近代語について芳へて 

みるに第三の要件は比較的滿足しうるとして 

も學習が困難で第一の要件を充しえず乂中立 

性が甚だ少くこの點は特に致命的の缺點とい 

ふべきであるC

かく觀察してみると门然語は何れにしても 

同時に上記三次要件を十分に滿足さすことが 

できない。之に反して人工語は人爲的に考案 

したもク故そのやり方次第で學習が平易であ 

Ŭ中立性にとみ描寫の自由なものにすること 

は至難ではない。

之を要するに上述の三人要件をI谷に貝速 

する國際語は之を自然語屮に求めるがは至難 

であってむしろ人工語中に求むべきものであ 

る曲が判かるC

第三節人工國際語の分類

人工阈際語として今日迄過去二可年間に發 

表されたものは 五百 餘 の多きにのぼってゐ 

るc⑴勿論之等の大部分はほんの一叶の興に 

かられてむへ出した机上の空論や未完成のも 

のが多く何等實地に活用されたものでない。 

今之等數百種の人工語をGaston Moch氏に 

從って分類してみると次の表の樣になる。

z演繹式............

Solresol 
Timerio 
Ro

等百數十種

國折衷式............

際

語

[Volapŭk
\ Bo：ak
1馀數十種

Esperanto 
Ido

，純粹人工語

歸納式＜

•改良□然語

Novial
Idiom Neutra!
Occidental

等二百餘便

I terlingua 
(Latine fine 
r1exionc)

Bas e English
Anglio 等

この中演繹式(aprioraj)といふのは自然語 

とは全く沒交涉に作者の勝手紙儘に考案した 

もので自然語とは仝くちがった構造のものが 

多く中には全く言語としての樣式を具傅して 

をらぬ電信の喑號や象形文字の如きを眞似た 

老案もある.又圖書分類の十進法の如きを眞 

似て人間の有するすべての觀念を何種かに分 

類しそれを論理的に組立てた哲學語とよばれ 

るもの等が含まれてゐるc理想とい」點では 

哲學語が最もよい筈であるが實際上は理窟通 

りに觀念を分類するといふ步が仲々容易の業 

でなく 乂一般人にとって六ヶ敷い理論に寸脚 

した分類は到底記憶する事ができぬため甚だ 

學習に困難なものである。

次に歸納式(aposterioraj)といふのは自然 

話主として印度歐羅巴語をまねて考案したも 

のでその語觉としては主として印歐語その他 

に比較的共通に存依するものをとりいれ文法 

は例外不規則をなるべく少くして單純化した 

ものである〇

この中には廣く印歐語全般に亘って共通の 

語鍵をもとめて人工的要義を加え獨特の綴字 

法をきめ文法を簡單化した純悴の人工語と單 

にー自然語を採用しその文法上の不規則除外 

例をのぞいて單純化したにすぎぬ人工的要累 

の極めて少ない改良自然語とある,後者は十 

分人工語とよぶ事ができぬが便宜I•・こゝに入 

れる。

折衷式(miksitaj)は演縄式と踊納式を折衷; 

した中間的のもの。

第四節 國際語の成立と運越の歷史

前節でのべた五百餘ffiの人工阈際語屮特に 

國際語述動史上特也のあるもの及び代表的の 

もの數種をあげその成立の矗上をのべる

五百餘種の國際語考案小比較的早い吋代に 

考へられたものは演繹式が多かったが之';学は 

殆んど一つも實用の域に到逹することができ 

なくて诫んでしまったといってよいC勿論猶 

今IJに於てtこの樣式の國際語の考案に努力 

してゐる人があるが此人の注意をひかないも 

のである。

ISSO年に獨逸の牧師Schleverによって發 

表されたVohEkが始めて國際語として・ 

般世人の注目をひき時代の潮流にのって一時

C2) 「ザメンホフの生涯」(プリヴァ原著 

松崎克已課)(日本エス學询發行)附錄「人類 

語史番見」中には之等の考案が列擧されて4 

る。猶これらの言語屮の代表的なものゝ歷史 

とその借成については「世界語の歷史パドレ 

ーゼン著、萬木弘課)("不エス學會近刊)を 

よまれよ。
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は花々しく廣まり我阈でさへその辭典が出版 

された位であり世界大會も三囘も催すといふ 

盛大さであった。供しこの語は折衷式であっ 

たため學習が容易でないのでだんだん斯語支 

持者中から不平や不滿がのべられ遂に有力者 

中に之が改造を企てるものが出で改造非改造 

の抗爭をつヾけることになり】893年に大分裂 

を來たし漸次改造派の方が勢を得その指導者 

ペテルブルグの技師Rosenbergerはヾclspiik 
を純然たる时納式のものに改造し文法の規則 

以外殆んど原形をとどめぬものとしてしまっ 

た〇この改造語はIdiom Neutralとなづけ 

られ（1902年發表）たが後數囘改良されて 

Idioni Neutral Reformcd とと.なへられAi後 

にIteform Neutralと名付けられた〇

Rosenberger等とヽ'〇脱、ま 改造に關係して 

ゐたエストニャの數學敎授 E. de Wah!は 

1922年にŬらお案したOceidenta!を發表し 

た。

1903年には伊太利の數學敎授 Peanoがラ 

テン語の語尾變化をのぞいたLatine sine 
Flezioneを發表した〇これは後に!nterlingua 
と上ばれるに到った。

之等の國際詰・とは全然無關係に!887年ポ 

ーランドの眼科醫/amenhofが發表した歸納 

式國際語エスペラントは本質的に優秀なため 

世人の支持を得 Volapii址の歿後漸次その勢 

力を增大するに到り1905年に第一囘世界大會 

を佛國に開催以來每年一囘宛世界大命をもち 

今Hに到ってゐる（歐洲人戰中は休止）。

併しエスペラントがかく盛大になる以前に 

やはり一部に改造をとなへるものがでたcこ 

れはエスペラントが徹頭徹尾で規則除外例を 

排し非當に規則的なため门然語に比して餘り 

に人工的であるといふ•部言語學者二批炬こ 

迎合した運動であったcその改造案はフラン 

ス人 血Beaufrontの陰謀によつて1907年國 

際語攪定委員僉の席上發表されたc此案は工 

スペラントを其根幹とし綫分n然語的の不規 

則を之に加味したものでIdo語とよばれるに 

到った。Idoは例へばエスペラントの新文字 

ŝをshの二文字に還元したりksの二文字 

で表はした二咅をxに還元したりアクセン 

トにいろんな例外的圮則を設けたりしてエス 

ペラントの折角の人工性を破按してしまっ 

た。併し何分de Beauf.ontはフランスエス 

ペラント界の人立物であったので個人的情前: 

のためエスペラントをすて人!doに走るも 

のも出で一時はエスペラントの呼營を攪亂し 

之に暗影を投ずに到った。

その後Idoは世の改造好きの人々の意を 

迎へるため文法その他を一定不變のものとせ 

ず硏究の上履々改良される仕組であったcそ 

の結果'た傅に努力する者はその改造に災され 

て十分落ついて宣傅することもできぬため不 

平をもらし始めこゝに改造反對の保了派を・生 

じ1913年にはその勢力附大の結果僞分改造 

中止を聲叨するに到ったが192（）年代の末に 

到り再び改造非改造の兩派の正面衝突を惹起 

するに到り改造派の一部はIdoをすてゝ 

Occidentalの傘下に集った。自然語に遠い中 

立的なエスペラントを自然語に近よせようと 

する!do迅動卷がIdoよりも遙かに不規則 

で自然語に近いOccidentalを支持するのは 

理の當然である。

一時Ido學士院長の耍職にあった丁抹の 

言話學fi Jespersenもやはリ國際語自然語化 

の主張を抱く學者の一人であったのでIdoの 

規則的な事に不滿をもち1923年に獨自の案 

を發表し Novi；"と名付けた〇 Noヾ讪 は 

OccidentalとIdoの中間に介在する歸納式 

人工語である。Ido改造運動者の別派は 

Novialの支持者となった〇かくて一峙エス 

ペラントをおびやかしたIdo運動はOcci
dente 及びNovinlの出現によって四分五裂 

の有樣になり全く沒落の運命に逢着するに到 

った。

以上數種の代表阈際語の成立の歴史をのべ 

たが之尊の考案の中今日實勢力を有し全世界 

に活用されてゐるのはエスペラント唯一つで 

ある〇 Occidenta!や Novialは一部Ido改造 

派の殘黨によって汝:持されてゐるため多少世 

人の注目をひいてゐるが十分語法も確立せず7 

完全な辭典さへない狀態であるにすぎぬ。

併し世界は廣い今口猶未だ國際語ぢ案に浮 

身をやつしてゐる人もないではない。毎年幾 

つかづゝの新しい案が發表されてゐる〇

猶最近阈際語と餡うって發表されたものに 

瑞典の英語學者Zachrissonの發表したAnglic 
や英國の心理學者 Ogdenの發表したBtisic 
English （基礎英語）がある宀これらは國際語 

自然語化運動が独端にまで進んだための所產 

であってAnglicの如きは甲に英語の緩字を 

やゝ規則的に變更したー糧の綾字改良運動に 

すぎぬもので之を战1際話と銘うつのはおこの 

沙汰である。Bosic Englishは改良英語で基
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木語彙を850語⑶に限定し日常の用はこれだ 

けの語彙を縱橫に騒使して篦事用をすませよ 

うとしたものでその大膽さは驚くばかりでネノ 

る0 ＜の結果動詞の數は十數語にすぎぬため 

「食べる」とか「遊ぶ」とかいった未開人でも持 

ってゐる樣な動詞がなくなりその為これらの 

動作を示すには他の語を使ってまはりくどい 

言ひ方をせねばならない。まさに赤めの片言 

英語とでも云ふべきでこれでは唯英領热民地 

やF!本の英學生等にもてはやされるとしても 

英本國ですら顧みられそうもない。まして國 

際語の王座をうかがふには餘りに身の程しら 

ずである。

第五節如何なる種類の人工

國際語が適當なり卩

旣に第一:血で眩!際語は人工語でなければな 

らぬ爭を述べた。然るに、人工國際語も第三 

節でのべた如くその樣式は大體三種類ある。 

然らばこの中どの樣式が風際語として笫一祢 

にのべた三大要件を【・分に滿足さすものかに 

ついて考へてみると丿ヾ戕次の圖表に示された 

様な結諭をうると思ふ。

〔注意本表中矢印の力向にしたがひ漸 

次その程度を增減することを意味す〕

分類
要件 學習の 

難易 中立や1 描寫の
自由さ

演 繹式 至 難 ソ

i

t
卜

不自由

折 衷式
1 ノ 不自由

曲

納

式

人

ェ

Esperanto
Ido 
Novial 
Occidental

平 易 ヽ

次題

改 
典 
ロ 
吠 

語

Interlingua 
Basic

English
Anglio ・

■■■■

/J

• ■■ヽ

处・

□由

卽ち第一要件たる纠習の容易さから云へば 

演繹式が最も滩谧である事は云ふ迄もない。

85Uの基本語中に含まれてゐる動植 

物必名前は果物が四種.獸が九種、昆虫が三 

種.鳥が一種のみで魚の名一つも花の名 っ 

もないといふ有樣でちるc勿論で5U語屮にな 

いものはラテン語を用ひてよいさうである。 

何と驚きいった・3■話である。

例へば审信符號の樣な様式のものだと各語蹩 

は形の上では差違が甚だ少く非常に混同し易 

いのが普通だからその符號を言11人した大辭叽 

を手許に扎かぬ限り何も話せないし書けない 

といふ結果になる。哲學語の類も觀念の分類 

法が六ヶ敷く H似通った語魏は語形が類似せ 

るため却って讖別が困難なことは他刀演繹式 

の語と全く同標で記憶がきはめて因難で學習 

がむづかしい。⑷

歸納式のものゝ中で人工語は大體文法は平 

易であり語礙は印歐語に共通なものが多いの 

で歐米人には特に時記し易い。猶學術上の專 

I勺術語の如きは殆んど仝阻界共通といっても 

よい位であり今後交通が益々頻繁の度を加へ 

るに從ひ世界共通語魏も多くなってゆくこと 

からみて共通語魏を口由にとリ入れる歸納式 

が學習に最も便利であるCその中でも特に工 

スペラントは一番規則的なためその點一番平 

易である。（これについては猶後節にのべる丄 

改良白然語は门然語特有の不規則除外例にと 

むを以て學習が相當困難であるC

折衷式は兩者の中間的の樣式なのでその難 

溢さもその屮間に位してゐる。

之を耍するに學習の平易さは圖表に示す如 

く歸納式が畝も大で转にエスペラントが最大 

で大體に於てIdo, Novia）, Occidentalの順に 

難濫の度をましてゆく又一カ折衷式より演繹 

式に至るに從ひ難溢の度を出してゆく C

次に屮立性といふ點でみれば圖表に示した 

樣に改良ロ然語が最も中立性が少く （それは 

一民族一阈氏に專屬する自然語を改良したも 

のにす ぎぬため）而して OcHdent:山 Novia】, 

Ido, Efperantoの順に屮立性を划大し猶折衷 

式演繹式となるに從ひその喪を附すことは太 

ふ迄もない。演繹式はまづ絕對山立と云ふ级 

ができよう。

第三要件たる描寫の自由と精密といふ璃に 

ついては必ずしも言語の種類によってのみ簡 

單に片づけられないが人體に於て演繹式は符 

牒符號の類は不自由であるし哲舉語は又別の 

意味に於て不自山である。それに反して帥納 

式のものは大戕に於て自由であるC

以上の考察によってみるに中立性の點では

C 4 ）哲參語Roの一例をとるとbod =宇 

宙、bodac=空、bodaf=星雲、bodak = ®星. 

hodai=遊星、bodam =月、bodar =星、bodas 
=太陽、bodeb空氣、bodec=大氣、bodef= 
雲、bodek =風、bodic=大洋、todid =海峽、 

bodif=湖、bodob =大陸尊々〇 
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演繹式をえらびたいが學習が至難なため一般 

に活用する事が不可能であるから中立性がや 

ゝ劣るとしても學習の平易な歸納式語が國際 

語として最も適當と認められるC而して踊納 

式I語の中でも中立惟に&;む人工語が最も適當 

である、最近發表される阈際語考案の大多數 

は歸納式である事實がこの結論を裏書するも 

のである。

然るに之等阈際語考案について何等の豫備 

知識をもってをらぬ人々は（相當の學識のあ 

る人々でも）人エ國際語といへば機械やその 

他一般の各種の發列や考案の如くに年と共に 

進步し改良されてゆくのが至當の樣な考へを 

抱く樣である。併し上述の如き阈際語の歴史 

を調べ各純阈際語の樣式を比較硏究するなら 

ば「理想の阈際語は結圈歸納式人工語の域を 

出でないものであって今後奇想天外より來た 

ともいふべき突飛な:も案が出現し得ない」•と 

いふ結論に到逢するにちがひない。

此結論を裏書きするものは次の如き步實で 

あらう。卽ち人類が何史以來數千年間に使用 

した言語卽ち口然語をしらべてみるとその樣 

式に多少の相違はあるにしてもその構成する 

聲音の種類もc人間の口腔や舌の搆造や形の 

變化せぬ限りĴ）限定されたものでありその語 

法に於ても犬井ないものであるといふ爭實か 

ら考へてみても人間のもつべき言語といふも 

のは大醴一定不變のものである事がわかる。 

物質文明は有史以來目醒しい進步と發逹をと 

げてゐる。無數無限に新しい發明品改良品が 

續々案出されてゐる。例へば交通機關など链 

＜べき長足の進步をした。併し人間の話す言 

語は多少の變遷こそしてゐるが（勿論語彙は 

峙代によりかはり今II新しい物品や觀念の增 

加と共に出加しつ、あるがそれは別に言語の 

樣式を左右するものではない）その樣式は殆 

んど大した變化をうけてゐない。この级寶か 

ら考へてみても人類の言語の樣式は今後數千 

年間に於ても大した大きな變化をうけるもの 

とは考へらきない。
然らば今石自然語を模倣して作られた歸納 

式國際語とても百年千年の後に 於てもその 

樣式の上に人きな變化をうけるものとは考へ 

ヨれない〜こゝに於て現在及び將來の阈際語 

として最適のものは其ロ・備すべき三人要件を 

十分に滿たしうる歸納式人工語以外にあリ得 

ないと斷言する爭ができよう。

第六節歸納式國際語Esperanto, 

Ido, Novial, Occidental 
の比較

前節に於て歸納式人工語が最もよく三大耍 

件をみたしうるもの故放良の國際語なりとの 

結論を得たC然らばこれ迄發表された二百 

餘種の歸納式人工語中何語が最良であるかと 

いふことについて、こゝにその中の代表的の 

Esperanto, Ido, Novia!, Occidenta! の径語を 

えらんで考へてみよう。（この四種類以外の 

ものはこの四種の中のどれかと大弟のないも 

のでありこの四種が最も世人にitHされてみ 

るものであるから〇）

之等四語の中最も文法が規則的で簡單なの 

はエスペラント語であるC故にエスペラント 

の文法は歐米人のみならず全人類の何阈人に 

とっても最もJg使し易いものである。この點 

我々口木人にとっても最も親しみやすい齬で 

ある〇

Ideはエスペラント”文法が餘りに規則的 

だといふので卬歐語を模倣してやゝ不規則除 

外例を加へたもの故東洋人その他.にとっては 

好しくないものになったc歐米人と雖も不規 

則なものより規則的なものゝカが便利である 

事は云ふまでもない〇 Novia!やOccidenta!は 

Idoにくらべて更に不規則や例外を多くした 

もので文法の難解なことは云ふ迄もなく特に 

東洋人等にとって不便不利の多いものでち 

る。

猶乂エスペラントの語虽は他の三語と同様 

印歐語に共通なものを採用してゐるがF1'藉邂 

々使用するが如き语彙は相當人工を加えて變 

形し形の上で統一を保たしめたをのも多い、 

その富エスペラントは・鼻納式國際諸中では战 

も演繹式の色彩を帶びたものでその爲め歸紀f 
式語の屮では放も中立性にとんでゐるといっ 

てよいC

エスペラントは又巧妙な造語法によって自 

山に新語を造るキができるため少數の基本語 

を記憶してをれば澤山の合成語が誰でも自由 

に造れるし乂名詞動詞形容洞副詞の四胡詞の 

語尾が一定してゐるため語尾の轉換によっ 

てもー品詞より他品詞を誘導する爭ができこ 

れ又基本語根が少數ですむといふ便益を與へ 

てゐる。その爲學習が極めて容易である。卽 

ちエスペラントは文法が易しい事と造語法が 

自由なため學習が他の三語に比して最も容易 

であるといふ爭ができる。エスペラントが 

1887年以來半世紀の間にかく長足の發展をと 
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げたのはこの中立性にとむ事と舉習の極めて 

平易なことによると思ふ。

然るに日常门然語のみを對象としてゐる言 

語學者の一部の人々はエスペラントがあまり 

に自然語——といっても印歐語のみについて 

云ふ事で他の系統の詐語は歐米書語學者の眼 

中になし-----の法則を無視してゐるから言語 

として不自然ではないかといふ考へを抱くに 

到りその結果エスペラントが發表されて間も 

なくからエスペラントをもっと自然語卽ち印 

歐語に近づけしめ樣とする努力をなす所謂改 

造派が出てきて樣々の改造案が生れたcその 

有力なものが!907年に•生れたIdoである。 

その結果Idoは文法もエスペラントより不 

規則になり綴字の法則にも除外例を多くとり 

いれねばならなくなった。これが爲めldeは 

エスペラントよりも印歐語化しただけ東洋人 

及びその他歐米以外の民族には不適當になり 

中立卷がうすくなった。又不規則がふえたた 

め學習もエスベラノトよりも因難に;Iった

併し!doはまだエスペラントを在:分改造 

しただけで規則的の所が人分ちるが1922年に 

出た〇心（仙山订は此國際語门然語化の傾向 

を最も徵底させたもので印歐語の共通語彙は 

殆んど無變化に採川し例外の中に例外をおき 

できるだけ印歐語に近からしめ印歐語に親し 

んでゐる人なら一口見てもどうにか意味がと 

れる位に工夫してゐる。（勿諭眼でみてその意 

昧がとれ易いといふだけでこの語で门由に文 

章を作るとい二、事になると規則等が複雜なた 

め歐米人でt規则刀簡甲なエスペラントの方 

がより便利なことは云ふ迄もない）。併しその 

結果東洋人等には甚だ不利で屮立性が大いに 

そがれてしまった〇勿論 Occide讯!U はその 

名の示す如く西洋のみの共通語を以て自任し 

てゐるので東洋は眼屮にないのである。勿論 

學習といふ點も東洋人にとって甚だ難溢であ 

るばかりでなく两洋人にもC一寸見には容易 

の様だが）規則が複雜で除外例が多い故學筲 

が易しいとはいへないっ

1927年に發表されたNoヾialはOccidental 
があまりに印歐語化されてゐるのを遺憾とし 

て之に幾分規則と秋序を保たしめ!doと 

Occidentalの中間的のものとして提案された 

ものである。自然語を扱ってゐる言語學者だ 

けあって印歐譜の不規則な形の中に規則を造 
らうとして苦怎して整理してゐる所が見物で 

ちる。併しそんな苦心は全世界に使用すべき 

阈際語として無益な努力にすぎないもので例 

へば動詞の語尾をa, e, i, uの匹i純類に锻別 

したが如きそれである。しかもこの苦心は 

Novialをして東洋人にとって甚だ學習し難 

い六ヶ敷しいものとするに役立つ以外何等の 

効果をもあげてゐない。かく Novial li Ido 
と Occidenta! の中間"勺のものであるから、そ 

の中立性も學毎の平易さも中間的のものであ 

るC

以上の說明を簡mに圖示すれば次の如くで 

ある。

ゝ 學習の 中立性
の人小

描寫の
自由さ難 易

Esperanto 易 大

Ido 大

Novial 差

Occidental な

|............. し
；I n terii ngtm 難 小

卽ちこの表で見る如く理論上闕納式人工語 

中ではエスペラントが屮立性が最も多く 乂學 

習が最も容易である。

以上の號明のみでは十分納得できぬ方々は 

これらの語を同時に獨習書によって並行して 

學習をすゝめられるとよいと思ふ。そうすれ 

ば上の立論が誤でないことをハッキリと理解 

されるであらう。

猶次に上記四代表語のアクセントに關する 

規則を對照して表で示した。エスペラントが 

他の三語に比してその語法が如何は簡單なも 

のかを知る一端として〇

「アクセントの位磴」に關する規則

エスペ

ラント

【用则】各語の最後から第二番□ 

の恃音にアクセントを直く。（例 

外無し） *

—

d 
〇

【原則】各語の最後から第二番目 

の母音に磴＜

〔例外!Ĵ次の合は最後の母 

音に置く

Caj動詞の不定法・

（b）或る數詞

Cc）語尾を省略せる形容詞 

〔例外力〕次の場合は最後から 

第三番冃の母音に置く

Ca）多音節の語にては母音 

の直前のi及びuはアクセ 

ントを置かぬため
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（例:konsias）
Cb）其他の語（例:fai 〇,

traito 等）

i 
N

o viai

【原則】各語の最後の子咅又は 

C子音并）の直前の母音に逻く 

〔例外1〕子音の語尾を附加し 

たる時もアク七ントの位置を 

かへぬ

（,例外2Ĵ例外1の場合の中特 

に分詞語尾たるt, ntを附加 

したる埸合は原則に從ふ

〔例外3〕ニ母音を語尾に有す 

る語にては鍛後から二番Hの 

母音に迟く（例:话〇）

〔例外4〕例外3の場合にても 

特にiu, eo, oo等の語尾を有 

するものは原則に從ふ（例: 

hĉroo）

O
ccidental

1 
,

【原则］各語の最後の子咅（乂は 

子音群:）の直前の母音におく

〔例外1Ĵ 語足 bii, ie, imf ul
にはアクセントを置かず

〔例外わ複數語尾s及び語尾

mem, un!はアクセントの7（立

IEをかへず

〔例外3〕最後の子音の前に母 

音なき時は第一の母音におく 

（例:die, 6め
〔例外4〕上記の規則によらず 

不規則のものあり。之等には 

常にアクセントの記號を附加 

す

〔附則〕合成語は各成分のアク

! セントを保持す

以上の中エスペラント以外の語は時に文法 

の規則を變更するずあるため年代により多少 

の相違あ几.

第七節エスペラントは現在のみな 

らず將來も最適最良の國際 

語てある

旣に以上述べた所によってエスペラントが 

理論上現存の阈際語考案屮最良最邁のもので 

ある爭を證明し得たと思ふが本節に於ては多 

少の重複をいとはずエスペラントが理論上の 

みならず實際上も旣に唯一の風際語としてド 

分活用されてゐること並びに將來の國際紹と 

して十分其他位が保證されてゐることをのべ 

今渗エスペラントを凌ぐ様な國際語の出現が 
灌へ得られないといふ事を證脚する幾多の皋 

實と推諭を列擧して本論文の結論としたい。

1.エスペラントは旣に唯一の生きた國 

際语として全世界に廣くその支持昔を 

有し社盒生活の各分野に實地に活用さ 

れてゐる

エスペラントは1887年以來約半片紀の間 

に全世界に普及し今日斯語の使用者は數百萬 

と稱せられ旣にエスペラントで書かれた週刊 

新聞もあり月刊雜誌は百種をこえ數萬種に上 

る書籍と共に11に月にその文獻を加え世界著 

名の女藝作品のエスベラント評も甚だ多い。 

猶最近各國の學者でエスペラントによってそ 

の硏究栗蹟を發表するものが次第に多くなっ 

てきたCかくてエスペラントは考案でなく唯 

一つの生きた國際語である。

エスベラノトは旣に1925 •年には萬阈馆信 

聯合會議の總會の議をへて各國の隹倍川語 

（平語1として公に認められるに到り或は官製 

ノ、ガキ郵便切手の用語となり又萬阈赤十字會 

議や國際ラヂオ屁好者會議辱でその實用を決 

談される等一々枚擧に逞がない。今口の歐洲 

の主耍ラヂオ放送局でエスペラントでの放送 

を聞かぬF!がないといふにみてもその盛況の 

一端がしのばれるC

エスペラント以前にVol%iiまが一般世人 

の注目をひきやゝ普及したが十餘年にして內 

部の分釵の結果滅亡し1907年に發表された 

Idoも多少の文献を出したが遂に改造派の手 

によって沒落の悲運に遭遇し全く顧みられな

くなった。

Occidental, Nov al, Interlingua 等の考案は 

少數の支持者を有し僅か數極の文献をもする 

にとどまり一種の機關雜誌さへあるものもな 

いものもあって文法も未だ定成の域に到逹し 

ない有樣である。

かくエスペラントが日に月にその實用の範 

園を擴大しつ、根强くその基礎を固めてゆく 

のに比して他の考案は孤だ未成詁でありしか 

も不S1的にもエスペラントに劣ってゐてこの 

微力であるとすればその將來もしれたもので 

ある。

_般に言誕は廣く便用され實用に供されて 

こそその便命が全うされるのであるcだから 

よしその言譜が不完全なものであっても廣く 

便用されてゆく限りは便利であリ乂之をより
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完企な电語で医攒えるといふ可翳2仲勺困難な 

ことであるc □本語とても絕對に完全な言語 

とは云ふ事ができないのであるが併しH本語 

よりも完仝な言語があるとしても之を探用し 

て日本語を廉逐してしまふといふ暴擧は到底 

出來難い事である。これは能率の惡い機械を 

やめて能率のよい最新式の機械にかへる樣に 

は術單に實庁できぬものである7機械と言語 

とちがふ點がそこにある。

況,してエスペラントの女n く本質的にも最$ 

優秀な國際語であるものが旣にかく廣く全何 

界に普及してゐるのに之よりも遙かに举習の 

闲難な中立性7乏しい OcciMntidや No viai 
の樣な考案によって舉逐されるといふ审は考 

へられない事であるC

勿論廣い世間には個人的の趣味から新しい 

阈際語考案の案出に沒頭する人もあろうし工 

スペラント以外の考案を支持する人もあろう 

し乂エスペラントの發展を好まぬため敵本主 

義の策動からエスペラント以外の考案を援助 

する人もあろう。併しそういった人々の數は 

エスペラントを支持し日常活用する人々の數 

に比ペて触めて少數である。その爲こゝまで 

盛人になったエスペラントがその盛況を失 

ふ樣なことは絕對にないといってよい。 

VolapiikにもIdoにも壓倒されなかった工 

スペラシトが今後も他の考案に凌總されるこ 

とはありえない。

2-エスペラントより優れた國際語の出 

:は將來に於ても不可能である

旣に第五解に於て述べた如く國際語として 

最も適當なものは歸納式人工語であることは 

疑の餘地がない。

演繹式のものは記憶が困難であって學習が 

容易でないから之迄發表された百數十種の考 

案も殆んど一つとして一般世人の支持を得た 

ものがない。今後も恐らくこの樣式の考案が 

實用的な國際番としての地位を得る事は不可 

能であろう。

折衷式も最後の解決策でない事は一時世人 

の支持を得て菜えたVoliiFiikが遂に琳納式 

に改造されて滅亡乙憂口をみたが實が鄴辯に 

辆語ってゐるC

之に反し琳納式は理論上からみても最も適 

當な國際語であるばかりでなく過去半世紀に 

豆って目醒しい進展をしたエスペラントが歸 

納式語である事實に茯ても明かなことであ 

S
卽羞國際語形案はどうしても歸納式語でな 

ければ世人の支持を得難いことが判るC

然らば今後新しく國際話考案として發表さ 

れるものも蹄納式以外わものは恐らく絕對に 

歡迎されぬであろうCそうすると今後遂秀な 

龙案が表はれるとしてもそれは歸納式語であ 

るにちがひないr

處で歸納式語でエスペラントよりも學習容 

易な中立性にとんだ考案が可能であるかを考 

へてみるに

エスベラントの學習が平易なといふがはそ 

の基木文法が十六ヶ條にすぎず一つの例外も 

なく規則的なこととその造語法が巧妙にでき 

てゐて基本語根の數が比較的少數ですむとい 

ふ事に由來するもQであるがエスペラント及 

其他の阈際語を相當比較硏究した人ならば三 

れ以上文法の簡單なが考案を案ヅする爭が不 

可能である审は誰しも了解する所であるCし 

かもこの推論を裏書する序實はエスペラント 

が發表されて以來今日に至る迄エスペランド 

を根幹として數十楝の改造案ヨが發丧さ扌LT 
ゐるがしかもその一つもしてエスペラント玄 

凌駕する程の簡単なものが案出されてゐなに 

ことである〇この事實を以てしても現在のみ 

ならず將來においてもエスペラントを凌駕す 

る樣な阈際語考案は案出されえないと斷言す 

ることができよう。

猶印歐語の共通語魏を根幹とした时納式の 

考案ならばその語彙は實に人同小異であって 

幾種類の考案が發夬されたとしてもその語虽 

は大差ないものである。

語垦の點でエスペラントからでた【心が工 

スペラントに似てゐることは尤もなことであ 

るがそれとは全然ゆき方を異にし無關係に考 

案されたInterlinguaやOccidcntalもその語 

魏がエスペラントと大差ないtのであること 

をみても國際語老案はこめ様式におちつくも 

のであることを裏書するものであり乂この茶 

實は今後如何なる天才がでゝも國際語考案は 

大して新しい試みをする餘地が处ってゐない

(5；之等の改造案は(その一々について 

は上揭「世界語刀歷史」について見ることラエ 

スペラントの字上符(superfiigno)付きの新文 

字をやめるといふ事に甚だ苦心を拂ってゐる 

のが多い。併しこの新文字のあるためにエス 

ペラントの綴字法が一字ー •音一咅一字の理想 

を固守できるのであってIdo, Occ., Novia!等 

はすべて新文字を採用してをらぬため人なり 

小なり綴字法に不規則例外をみとめた爭にな 

ってゐる。これは時代に逆行するものである。 
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ことをしる。然らば將來エスペラントを凌駕 

する考案の出現が不可能と斷言し得よう。

今エスペラント、Ido, Novial, Occidental, 
Interlinguaで書いた同一文例を次に表"で 

示し相互に如何に似通った語读をもってゐる 

かを示すこととするC

E peranto
ゝ

Tiu popolo povas fariĝi apostolo 
de la lingvo internacia pro sia 
kosmopolita rolo kaj siaj historiiij 
tradicioj.

Ido 
N

ov
 ial

Ta populo povas divenar apostolo 
di la linguo internaciona pro gua 
kosmopolita rolo e sua historiala 
t radicioni.

Ti popule pove deveni apostole 
del internationali lingue pro sen 
kosniopoliti role e pro sen historia! 
t raditiones

O
ccidental

Ti popul possd devenir un apo
sto 1 del lingue international pro 
su cosmopolitic roi e gu historica 
traditions

Interlingua

Illo populo pote deveni apostolo 
de lingua internationale per causa 
de suo rolo cosmopolitano et suo 
historico traditiones.

3・®エスペラントは將來自由に且自然に 

進化改良されてゆく可能性あること

エスペラントはIdoやその他力考案の如 

＜少數の指導者から成立ってゐる學士院尊の 

決議によって口由に文法も語盘も變更せられ 

ることはない。

併しエスペラントは乂 Volapŭkの如く仝 

く考案者の專斷にまかせすべてその指掘に從 

はずして之に一指をもふれることができない 

といった樣な窮窟なものでもない、

卽ちエスペラントよこの兩者の中間をいっ 

たもので基本文 や基本語彙は勝乎に變更す 

ることは絕對にできぬが他の點は比較的自山 

で例へば語彙の如きも一つの槪念に對して二 

っも三つもの語形を共存對立せしめることも 

できその最終の選擇はエスペラント民衆の意

(6 )これは加恣順次郞氏「國際語の確立」 

(遞信協會雜誌304號)より借用。

の儘にまかせ所謂「门然な進化」(natura 
evoluojのまゝに放任してちる。その給果過 

去半世紀の間にその文體も多少の變化を見た 

しその語危に到っては新しい語根が多數導入 

され乂次第に簡單な語形が採用される等の 

natura evoluoがあった〇 今後 もエス ペラ ント 

はこの natura evoluo に從ってその峙代!T^fモ 
C適應し時代精神を反映しっゝ變化してゆく 
事ができるへ *

勿論この n atura evoluo ■は實用 (praktiko) 
の基礎の上にうちたてられたものであって 

[deの如く少數の人々の氣まぐれの空諭的選 

捋によって強制的に天下リ的になされた不自 

然な^)5 (reforma)とは仝然その趣を異にし 

てゐる。

エスペラントが將來其時代に適應した 

natura evoluoをなしっゝ發展してゆくがが 

エスペラントをして益々阈際語の王座を確保 

せしめ理想の國際語として自分を鍛鍊してゆ 

かしめることとなる。

又この點からみてエスペラントは將來他の 

國際語考空長所をとり入れることも不可能 

でないことが判る。

將來エスペラントよりも優秀な阈際語壬考 

案は理論上不可施で•うる事は旣にのべたが併 

し今後發表される考案の中には例へばその文 

法の或部分はエスペフントよリも優れた辰所 

をもってゐることがあるかもしれない。.こん 

な場合があればエスペラントへその萇所をと 

り入れるといふ事も至難ではないcこれエス 

ペラントがnatu.a evoluoの可直きな所以であ 

る。

併しエスペラントが發表されてから以後今 

日に到る迄に發表された國際語お案はエスペ 

ラントに比較して特に優れた長所をもってゐ 

る樣なことはなく大抵はどちらのやリ方も大 

差ないtのGでその爲これらの文法でエスペ 

ラントに導入されたものは一つもない〇

將來も他の考案の長所でエスペラントへ導 

入する方が便利なものが案出されそうにも,担 

はれない。併し萬一そういふ事があったとし 

てもその際は上述の如きnatura evo uoとし 

て導入されうるものであるC

(7 )例へばエスペラントには目的格があ 

るがIdoは之を廢した(;その爲語の順序が 

不自由になった)如きエスペラントでは所有 

格を前进詞deで示してゐるがNovi：1では 

所有格を設けた如きであってそのどちらの樣 

式にしてもその利害は大差ないものでちる。
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この點もエスペラントの將來性を摟書する 

ものである。

5.エスベラントは東洋人にとっても最 

良の國際語である

國際語は自然諺を模倣した歸納式でなけむ 

ばならぬことは誰しも認める所であるが唯ど 

の程度に宜然語をまねるのがよりか疋意見昱 

わかれる所であるC ■ .
旣に衆良最適のエスペラントがあるにも拘 

らず同じK?納式の新しい考案が幾つも發表さ 

れるといふ事はこの意見の和違からオ6こるこ 

とである。 1•・厂;二
自然語といへば印歐語しか考へない歐米人 

は口然金吾を模倣するといふことは印歐語り交 

を忠實に模倣することと考へるものが多いの 

は遺憾である。エスペラントが餘りに規則的 

であり人工的でちるため印歐濡から遠ざかつ 

てゐると批難しもっと印歐語に近づけ不規則 

も例外も導入したヵが自然語らしくてよいと 

いふ考へが一部に行はれたCその考へのあら 

はれは1doとなりNovia!となり0-cidenta] 
となったのである〇

併し之は國際語の木質を誤り廣く全世界の 

人颊の上を考へずに狹い歐洲の天地のみをみ 

た偏见から出發した考へ方で人きな谟滲であ 

る。
エスペラントを考案したZamenhofは流石 

に民族の平等を理想としただけあってエスペ 

ラントの語张は印歐語に比較的共通なものを 

選んだがH常屢々使用する語族は大いに人工 

的要索を加味し獨斷で考案したものもある。 

それだけ印歐語をあまり知らぬ束洋人にとつ 

ても學び易くなってゐるのである〇又その文 

法は16ヶ條の簡單な規則を基本としたもの 

で勿論印歐語を多少まねてゐるにしても單に 

その長所をとり人れただけで缺點までもとり 

入れるの愚をしなかった〇そのため綴字法も 

新文字をとり入れ—#一晋一音一字の理想を 

うちたてることができ自然語にあまり例のな 

い重要品詞の語尾を一定にするなど相當の苦 

心をしてゐる。卽ち自然語の長所を簡單にと 

り入れその他はすべて各民族に中立なものた 

らしめようとの苦心を拂ってある爭は事實で 

ある。

そ7點からみてエスペラントは!doその 

他に比して遙かに中立的なものであると云へ 

る。だから柬洋人等にも學ぴよいわけであ 

る一。これでこそ人ĵf語の價値があるのである。

それにも拘らず單に印歐語の姿をありの儘 

に模倣しようといふ主張をなす人々は大きな 

誤をおかしてゐる@である。何も人工語を考 

案するのにーから十まで自然語の模倣をしな 

くってもよい。否人工語こそ自然語の上にた 

って口然語の缺點をためなほすべきである。 

自然語にも綴字改良逹動、言語淨化運動、標 

灌語設定運動等々その缺點をためなほすた 

めに樣々の努力がはらはれてゐるではない 

か。それにも拘らず人工語として大いに口然 

語の缺點を矯正できる立場にあるものが徒ら 

に自然語を模倣するのは大いにまちがったこ 

とと云へよう。Zameinhof の云:った言葉に 

「世曇中のあらゆる川は甚だ 曲折した 不規則 

な流れをしてゐるとしても人工的に運河を掘 

る場合に一讥線に掘る爭を躊躇すべきであろ 

うか|とのべてゐる蓋し名言である。自然の 

模倣にも程度がある。規則的なエスペラント 

をすてゝ自然語に近づけるそめ不規則を多く 

したIdo, Novial, Occidental等を支持すみ 

人々は自然の川をまねて曲りくねった運河を 

掘る人達と何等えらぶ所がない。然らば彼尊 

はこの肓H的印歐語の模倣によって印歐語を 

母語とする諸阈民に大きな利益を與へたかと 

いふに決してそうではない' 唯一寸見には非 

當に舉習し易い様な外觀をもたせる事に成功 

したにすぎぬだけでよく硏究してみれば歐米 

人にもエスペラントの方が遙かに學習が容易 

であることがわかるのである。

尤も Occidenta!の樣に歐米人のみの間の 

共通語をH指してゐる考案は別として少くと 

も金一世界全人類共通の國際語として门行する 

ものは惊人なる誤謬を解消しない限リ國際S 
の王座を占める事はできないであろう。

エスペラントは盲ロ的に门然語を模倣せず 

とるべきはとりすっべきはすてて人工的要索 

を多くしたものである。その意味に於て】do 
尊の考案に比してエスペラントは東洋人にと 

っても最も適當なるものである审は云ふ迄も 

ない。く完）
-  一----- 一 ・・ 一

附記:—Ido, Ocadental, Novialの文法構 

造等詳細は次の記界を參照されたし。

1.I-a Revuo Orienta第氏年第四號---

第十二號小坂氏のIdo紹介の記事

2. L:i Revuo Orienta 第十一年第二、三、 

五、七號の筆者のOccidtngl紹介の記爭

3. La Revuo Orienta第十年第八、九、 

十、十二號の小坂氏のNovia!紹介の記が

猶 Volap业 其他の國際語際案については 

La Revuo Orienta第六年第四號ーー第十 

二號小坂氏記事を參照されたし。
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海外報道
55名のフランス下院議員

よりなるエス語運動按護團體

最近フランスのエスペラント宣傳協會(So
cieto Franca por la Propagando de Esperanto) 
の報道によれば「佛阈下院におけるエスペラ 

ント擁護團觀」に對し旣に各政娥に煽する55 
名の議員の參加をみ去る!1片12日角合を催 
した。猶L1月29日右エスペラント宣傳協會の 

委員連が同團體を訪問し一時間半程エスペラ 

ソトの普及に關する諸極の問題主としてエス 

語を學校課程に採用の件について硏究した。

猶同協會よリの報道によれば同協會によっ 

て新に Franca Espcranto-Instituto が設立さ 
れ Avril, Ayrnonier, Bastien, Bobin, Beau, 
Boncon, Corret, Cotton, Dejean, I)e*hays,  De- 
lor, Duval, Esselin, Jaconbet, Waringhien, 
Warnier等の録々たるeminentulojを會員と 

すると。

Moris夫人と白耳義の同志の會見

何でも世界一をふりまはしたり世界の連中 

をgvidiしたい米國人氣質からかもともと 

esperantistidoだったのに國際語比較硏究の 

會たる Interiuitioniil Auxilliary Language 
Associationを創立したA. V. Moris夫人の 

夫君が最近口耳義駐剳の米阈大使となった。

このMris夫人の所へは國際語考案家の有 

象無象連がお百度詣して補助金をもらひにゆ 

くとか。

去る11月8日ブラッセルエス會の委員連 

が同夫人と會見しesp-istinoの令孃と共に 

Efperantoで大いに話したそうである。

我々エスペランチストはこのULAを大 

いに利用するがよいがc基金があるので氣前 

よく阈際語就係の本を買ふ)利用されてはな 

らぬ〇うっかりするとCouturat, Leau のっ 

くった"Delegacio"の二の舞を演じ馬鹿を 

みるのがesp-istojといふ爭たなるかもしれぬ 

から〇

夏はストックホ儿厶へ

今夏の第26囘萬國大會に對しドイツでは 

Ellersiek と Heroldo と共同で旣に Kongresa 
Karavanoの計養中である。KaravanoはSte・ 
ttinから乘船 KopenhagoとOslo Cこゝで 

Antaŭkongreso あり;)を訪問して Stokholmo 
へゆくといふ綠定で短時日の間に北歐三國の 

首都を矢つぎ早に訪問するといふ計畫，スト 

ックホルム大會の日程Ĉ豫定)は次の通り

5 月 4 日 發會式(Koncerta Domo). In- 
terkonatiĝa Vespero, (restoracio).
8月5日 衣令でDisecoj.郊外の群島 

へ遊山〇 Koncerto (Koncerta Domo).
8月6日 夏期大學(Parbmenta Domo) 

UEA伶合。分科會。市長の招持。

8月7日 夏期大學。Naciaj Dancoj.
8 月 S 日 夏期大缪。Teatra Prezentado.
6 月 9 日 U psa! a, Sigtuna, Skokloster 尊 

へ遠足〇 しiteratura kabaredo.
8 JJ 10 日 夏期大學。1nternacia balo.
S月11ロ 閉會式。

Felikso Zamenhof の計

近年萬國大會の度毎にZamenhof家の代表 

の如く參加された故nia Majstroの令弟Fel
ikso Zamenhof 博士 (pseŭdonimo FeZ)は去 

】2 4日逝去せらる。行年67歳。

博士は Marko Zamenhofの二男として生 

れnia Majstro Ludoviko Z・ろ令弟として 

】86S年にBielostokoに生れた。ワルソーの大 

學に藥學をおさめ1S93年卒業した。1900年 

Heleno Rittenbergと結婚しワルソーのZe・ 
lazna Brama廣場の藥局を經營した。早く工 

スペラントを知りこれを學ぶ那二遍日にして 

萊をとったと云はれてゐる。その後も詩その 

他の作品を公けにした。遺族は夫人及び三子 

謹んで哀悼の意を表す。
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內地報道
1933年12月14日一i9 4年1月16日迄に到着の分。報道は 

日本文で迅速にハガキへ。息滇基紙無きもの。'返戾せず。

各地のザメンホフ祭

【東京】★東京エス•クラブーー12月15日 

18時より丸ノ內鐵道クラブに於て開催.遠く 

金古屋、富山、靜岡、橫濱、千葉よりの參伶 

者もあってその數實に101名といふ空前の盛 

會で.鐵道クラブの廣い講堂も所狹きまでに 

空前の盛況であった。定刻幹事の開會の辭に 

始り次いで佐々城氏の「1905年のザメンホ 

フ」と題する興味深いお話あり、後、哌かな 

談笑の中に一同輕い晚餐をとる。金茅後先づ 

最近轉住又は偶々上京中の地方の同志深井正 

淑・石黑彰彥.渡邊行孝、土師孝三郞、大崎 

和夫諸氏の挨拶あり、次いで岡本・下村.望 

月.鈴木諸氏の挨拶・岩下氏のザメンホフに 

關するお話に感激し淸水氏の南洋旅行談に笑 

ひ興じた。鈴木氏の御好意により.ザメンホ 

フの:??名その他の貴祇なものを見せていただ 

いた。餘興にはクラブ有志の對話.里吉、伊 

藤.多羅尾三氏ら合唱や獨唱、岩田氏の磯節、 

鐵道エス會有お、の「エスペラント音頭」等あ 

り、非常な盛況裡にK-pero合唱の後2Ĵ時 

散會した。い，

【横濱】★橫潦エス協曹ーー叮月17 H19畤 

より櫻木町屏前川村:偽階上で開催。出席者五 

十數名。!.開會の辭。2. Espero合唱。3.朗 

讀（Prでĝ° sub la verda standardo）. 4.會長挨 

拶。よ市內外エス團體挨拶。6.茶菜（自巳紹 

介あり;）。7.岡本好次氏の攀典編纂と單語の 

硏究〇 &淸水勝雄氏の"合ojo kaj Malgojo 
en inia esp-ista vivon のお話〇 次いで しibro・ 
festo.豫定の小坂氏が病氟のため御出席不可 

能のため代理として岡本氏出席され上記の有 

益な托話をきいたc市外からの出席者も多く 

盛大を極めた。猶ザ祭に先ち岡本氏歡迎晚餐 

會を開いた。參加者25名程。

【宇都宮】 宇都宮エス•クルーボ——12月 

〕5日Ĵ9時馬場町森永キャンデーで開催,當日 

宣傅し工ハガキを縣下各缪校に配布した外街磧 

宜傅も行った。（次頁寫眞參照）

【秋田】★秋田放送局より放送——ザ祭當 

IIに放送する答であったが市內及近郊の學生 

にきかせるためじ月3 li（JJ曜）朝8時一b 
時半秋洞エス會委口中田勝造氏のJOUKよ 

りの「ザ薄士第74囘誕生FJを迎へるに當り 

て」と題し講演を欣送した。（寫诡舉照）

【盛岡】★盛岡エス會ーー!2月15日開催。 

來會者大川ゝ內田、小原・松木、松本、畠山 

の諸氏。唄がでるc謎がでる。初悸講習は口 

月末に終へた。熱心な同志が殘ってゐる。こ 

の意氣达で進まう。 ・

【仙豊】★仙臺エス食ーー12月15日夜紅屋 

階上にて開催。參會者!9名r大正4年以來 

の古い同志天文學の松隈氏、速來の石濱小學 

校長千葉氏等の珍客を迎へ規約撤廢後更生第 

一步を彩るべきこの會合は一段とその意義を 

深めた。ビ時5分菅原氏の開會の辭に始まり 

中村氏の「ザ祭の:®義」徳永氏の非常時のesp・ 
istoに關する感想悸あり〇次いで自己紹介を 

かねて行はれた出席者各自のエス語學習動機 

の發表は相互に資する所多大だった。次に 

SES秘藏の珍品第12囘［|本大命のfilmo映 

寫。解說は説時の:心】lego吉H!松一氏。つづ 

いて鈴木北夫氏より滿洲所感あり時間の祁合 

にて勝又庄司兩女史のamuzaĵojもとりやめ 

となったのは殘念・ Tagĝoの合唱により閉

，•八.
'”【小構】★小梅エス•クラブー丄2月17日 

19時玉の家喫茶店にて開催。猛烈な吹雪をも 

のともせず15名參會。福FH氏司會者として挨 

拶をなし續いて出席者の自己紹介あり。福旧 

氏の「昭和八年のエス界を話る」坂下氏のI第 

三囘北海道エス人命を小樽に迎ふるにあたり 

て」と題して今後の硏究會の方法についての 

話あり。氏の 44 Sankta Lucio ': 
"Najtingalo ", ** Kanto de la Ŝiptrenisto "福 

FH 氏の"Al la Esp?rantistaro “東京音頑 

（エス譯）""ncjmo, dolĉa nom，"〇坂下氏の 

''お手々つないで''Cエス譯）等々和かな氣分 

にしたる。記念撮影の22後時散會。

【富山】★冨山エス會——均月苗Ĥ更時よ 

リ當市大丸富山支苦三階食堂別室に於て開 

催，I】名出席。Pai oludojあり記念撮影す。

【松本】★松本エス會——勢月15 ロ長時市 

內宮村町喫茶店「甘黨の陣屋」に於てザメン 

キフ祭を祝しました。出席者1〇名。34年度 

より每刀第3土曜口に會話會を前記喫茶店で 

開くことを決定しあ時散會。C小松宣也氏報）

【金澤］★金澤エス會ーー!2JJ16011時一 

わ時半。市内片町不二家喫茶店にて開催。山 



代町の竹內藤吉氏を加へて11名。瀨川氏の 

tl Dancig犬會からBialvstok vの想出話 

につぎ竹內氏の氏一流の縱橫談。其他kan
tado 等々あり和やかな集りだった。

【大阪】★大阪エス題一じ月15日18咗20 
分より淀屋橋北詰スエヒロにて開催。來會者 

は遠く福知山、和歌山、芹和田、長崎等44名 

（f-ino 5, s-ro 20, gastino 2, gasto 17）に及ぶ， 

黑田氏の挨拶に始まり第一部司會者松本氏の 

挨拶・Espero合唱を終って進藤、川崎氏ら 

講演.西村氏の朗讚にて一部を終る。記念撮 

影の後小憩。後第二部に移り司會者佐々木氏 

の挨拶に始り伊藤氏を進行係に指名す。此頃 

より晚鑒會始まる。和歌山の小笠原氏の熱辯 

に次ぎ祝電祝辭の紹介。新星令兒島氏.福知 

山大谷氏、準備委員側より多田孃、福原孃、西 

村氏の自作詩朗讀ヽ尼ヶ崎の小に氏、岸和山 

の竹內氏、畫家横垣氏・上月氏、浦山氏の福知 

山音頭等々興味ある話題を夫々紹介に及ぶ:， 

かくてTagiĝo合唱後21時5U分 Vivu Esp. 
三唱散角。猶當H參加者に美しきprogramo 
及insignoを呈す（横垣.多田兩氏の努力に 

おふもの）。なほ前KR日本代表進藤靜太郞 

に感謝狀を呈する件OESより提案可決、出 

席者の署名を得て呈上。C寫诡參照;）

【大牟田】★大牟田エス會一12月9日19 
時より築町陣內喫茶部三階に於て開催。集る 

もの會員の外筍に熊まエス命より加藤幹事及 

熊本縣立工業坂崎敎喩のニ氏出席さる。 

E=peroの合唱に始まり荒木幹事開會を宜し 

植田會長非常時における我等の覺悟より說き 

起し挨拶をなし淺井幹事よリ會計報吿の後會 

則改正の相談あり異議なく原案通り可決。次 

いで演說に移り熊本の加藤氏の同地エス運動 

の逬況報吿及び枚崎敎逾のエス國際通信の 

話、森幹事の灯 囘日本エス大窃參加談、中 

川幹事外數氏のエス演說があって晚餐會に入 

る。一同の自已紹介あり中に大牟HI警祭署髙 

等係城氏は來年度は全市內に亘リエス語の宣 

傳普及に努力する旨述べられ出席者をして大 

いに意を强うせしめた。次に會員のエス民 

謠、獨唱.寸劇、奇術、漫談等ありTagiĝo 
合唱、鹽山幹事により記念撮影をなし23時閉 

會した。（西原氏報）（寫眞參照）

【宮崎】★宮崎エス會一12月15日19時よ 

り第二囘總會を兼ねて縣公的堂に開催。會す 

るもの男女加名昨年に比して更に一膺の脈か 

さ〇 Espero合唱の下に總會に入り事業報吿に 

次いで委員制變更の件を協議して可決.新役

員選擧を行ふ。會長日野博士巫任・評議員に 

橋本、山本、杉田三氏直任、委員に渡部、崎 

村二氏重任・山下.古田、中村三氏及び濱田. 

菅・杉FH三孃新任〉總會の後ザ祭に入り杉田 

氏の「ザメンホフQ生涯」の話あり次いで自 

己紹介。餘興の皮切に恒例により渡部氏の 

Kanto次いで"olono獨奏、女聲二部合唱、 

幼女獨唱、脚本朗讀.最後に劇「父歸るK杉 

田氏兄妹3人、濱田、营二孃出演）等・時の 

不足を惜しみつつTagĝo合唱23時敬會。 

C寫眞參照）

【京城】★京城ベルダ・クフシードーー12 
月苗日支那料理をつつきあってZ博士の寫 

匡を匝中にザ祭を開く 〇當日に間にあふ樣大 

急ぎで機關誌“ Verda Ŝaŭme'の創刊號を 

出した令するもの17人。（爲眞參照）

【釜山】12月15日開健の旨同地新聞に廣吿 

あり。中込所は大廳町艮谷川商店となってゐ 

る。詳細不明。

蕊4

宇都宮エスクラブザメンホフ祭

右より〔前列〕富永.椎橋.齋藤、〔後 

列〕榊原・中心、藍澤の諸氏椎橋氏。所持 

のkukoは直徑1尺2寸〔價1.50う。Vivu 
Esperanto. U EKと字をうきだしたもの。

【札幌】・札埃エス倉一12/J21H明治製 

菓三階で擧厅。出席者2（）數名。小檢から福旧 

氏參加〉Neologismoの可否、E>p-logioの話、 

Eminentulojの嗯t等々ゆかいな話で時のたっ 

の も わすれ verda atmosfero にひた った〇 猶 

毎週水睛輪那會をつヾけてゐる。

【秋田］★秋田エス會----1-月15日18時
から當會M•務所中田氏宅で開催。舉校關係者 

は試驗の爲出席不能C昭和九年の宣傅方針に 

っき相談（1）｝ion初倉合より實施儿機關誌 

の刊行・を申合す。Espero, Tagiĝoを高唱し小 

坂氏吹込のdiskoをきゝ漫談に時の過ぐるを 

知らず23時散會。（次の爲值琴照）
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・

大
阪
エ
ス
會
ザ
祭

各

地

方

會

の

f福岡エスクラプ遠足 

（前號參!!わ

f

富
山
エ
ス
命
ザ
祭

〔
前
列
左
よ
り
〕

山
村
、
隔
倉
、 

駒
見' 

余
川
、
北
川
の
諸
氏
。

1人キ田エス會ザ祭

左より〔前列〕2.植田會長3.加藤（熊イ〇.

4.坂崎〔熊本）ヽ6.淺井。〔中列〕中川、3.西 

原.4.荒木の諸氏。

f福知山での第三囘 

關西鐵道エス會話會

（前號套照）

〔前列左より］2.佐藤ゝ3・ 

黑田ゝ4.松本沖、5•由比（名

古屋:）、6.大場（敦賀:\ 7.嶺 

mo 〔後列;）1.石場.2.浦 

HI**.  3.井筒紐・4.久保寺・ 

5.大谷の諸氏。

/・吹田.**大阪\
、其他福知山 ノ
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ザ
メ
ン
ホ
フ
祭
そ
の
他

京 
城 
ベ 
ル 
ダ 
ク 
ン

の 
ザ 
祭

f左よリ 〔前列〕張、永峰、深江・北 

、橫山。〔中後列〕木ト、永井、 

山本、佐廐、瀨頭・石井、豐 

、藤澤の諸氏。

早
大
工
ヌ
會

前
列
中
央
野
村
敎
投

t小樽エスクラブのザ祭

右から〔前列〕福田、藤川、 

枚下.スミルニッキーヽ近藤、 

苗村.關野・佐薙。〔後列〕佐 

々木、石栗、高橋、江口、脇 

坂、萩原、齋藤の諸氏。

幽

■宮峪エス會のザ祭

左よリ〔前列〕4.濱叭5.菅. 

6・杉川。〔中列〕4.渡邊、5杉 

田・6.山下。〔後列〕2.古田、中 

村、崎村の諸氏。
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ねシ后

左から〔前列〕小田孃ヽ稻葉.松本、橫 

谷、〔後列〕遠山、淸水、中田の諸氏。

---  一・ 「一一——

右より〔前列〕福田榮、鈴木アキヲ.服 

部保、小崎（菰野入靑木（桑名）〔後列〕 

中央が福田正夫の諸氏n

【名古屋】・名古屋エス聯盟一四月帖日 

19時より名古屋新聞社會譏室にて開催。毎月 

第四土曜に催されるエスペラント誌讀者の會 

も本月に限り之に合流し參會者50名。新井憲 

一氏司會の下にEspero合唱、開會の翻につ 

ぎ「內外エス運動の歷史」（由比）、「名古屋 

におけるエス諸團體の現況と組織;］（竹中）、 

「風際無線電話の開通とエス語（天野無線局 

長人rĵurnalismoとエス語」C柴田名古屋新 

聞編輯長う其他多數の感想・门己紹介誓あり。 

エス譯名古屋昔頭やエス咅頭等合唱し茶菓を 

喫しながらゆかいに話す。瀨戶の村山登代子 

孃缺席の代りに蜜析一箱を寄贈された。;2時 

半散會。

【四日市】★北勢エス會ーー12月15日［儿|日 

市一番の目貫の通りの實業會館で開催。來會 

者約%名。（次の寫貝參照）

【福岡】★學會支§3 —12月15日"時半よ 

り恒例により西中洲水上閣にiriて開催。№名 

出席。非常時の折柄賑々しい催物はなかった 

が新舊會員漱!しく冏卓を圍んで歡を盡した〇 

（下揭寫眞參照）

各•地

【東京:S 土曜曹の發命一演劇及びトーキ 

ーにおける音響効果の硏究團體である音響効 

果集團の同人によってエスペラント硏究會が 

っくられた。會名を土曜倉と稱す。會員數10 
名、責任者加藤完二郞氏。

★エスペラント文學硏究會------ 月十四日

夜、委員會を持ち、會規の訂正、Japana Anto
logio 編輯上の打合せ、今後の會合に關する 

方針の決定等をした。會規訂正中の主要な事 

項は、會費を年額一側二十錢とし・會貝には 

「エスペラント文學」を配布することにしたこ 

とと、幹爭制を以て從來の委員會制に代へた 

ことである。諸會合中.例會は、今後每时第 

三F1璀の午後七時から持つこととし、每囘、 

會員の誰かが.エスペラントで硏究を發表す

報•道

ることに決定したc今年度の第一囘例會は、 

二月十八日夜〔會場未定）開催、三宅史平氏の 
「カロチャイ譯亦曲について」の批評があるは 

ず。多數同志の入會を歡迎してゐる。入命巾 

込先は東京市杉並區松木叮1148フロント社 
氣附エスペラント文學硏究伶縊輯部、

來る2 B10 H C土）19時より學會樓上 
にて委員會を開催しますc各校委員は必 

ず御出席下さい。猶izoiituj studentoj-esp- 
istojの出席を望む。東京學生エス聯?5

KORESPONDVESPERON aranĝas Societo 
Esperanto en K rako w la 22-an de januaro, 
1934. Respondo garantiata. Adreso: 
Societo Espeoanto, Krak6w, Lubiez 34. 
Polujo.
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第二十二回日本エスベラント大會豫報
來る4月b 2, 3日長崎市にて開催

Ekskurso 雲仙。Postkongreso 熊本一*阿蘇山ー ＞別府

M1BC4月1日、日曜日）會場一市公會堂 

8時 受付開始
9_11時開會式

11- 12時財圃法人日本エス舉會總會

12— 13時午魏、記念撮影

13一15 時 しaborkunsido
15時30分一】6時30分 九州エス聯盟大會

18時より懇親晚餐會（費1.00料理は長 

崎獨特のシッポク料理;）

簾2B C4月2日、月曜日）

午前中 長崎市內外名所古蹟及博覽會案內

12—14時 市長招待歡迎園遊會
】5—寿 Kongresa Universitato
18.30時より｛靜曙es雪espero （費0.50）

第3 B （4月3日神武天皇祭）

Ekskurso 長崎一雲仙
Postkongreso雲彳应島j京-熊本

第4日（4月4日、水曜日:）
令旨菲t阿蘇登山〜別府

【横濱】★横演エス協會一一例會11月16日 

「エス」誌批評。佐伯氏の京都大會參加談。

2月7 F!佐久問氏のYMC.\講習會報吿。・ 

委ロ會一□月19日樱木町騎前川村屋で協僉 

と他附隨各部との交涉.12月例命及Z祭の 

program 〇協議〇】2月9日有隣堂で翌年1月例 

令のprogramo決定4 □委貝報吿〇講演足立 

氏〇 un會話練習估。18日「エス」誌批評會。 

25日講演者未定。

★Kanagaŭa Rondo------神奈川區平川町保坂

氏宅で每水曜19時Z讀本硏究。

★YMCA Esp-Grupo ——12月2日初尊講習終了。 

5名。例會は每水曜童話讀本硏究。會場は Y 
mcaクラブ室。役員は部長志賀、委員吉田 

C例命）、遠藤C會計）.杉山（記錄）、鈴木（企 

畫）、佐久間（連糸!0。事務所は同會內。

★學曹橫舷部——前號本誌旣報の如く設立 

さる。現在支部員1〇名あり。假代表は佐久 

間謙二氏、

【仙臺】★仙妾エス會——土井晚翠氏より 

會合室提供の厚意を受けたSESは34年より 

從來の月二囘の例會を每週一囘に増し更生の 

實を舉げる事になった。

注意

C1）本大會にては正式のfiikaj kunsidojは 

開きません。 ,: ゝ・\

（2）大令參加希望者は可及的速かに中込の 

事。

C 3 ） 大會へのFroponojは3月20日迄に 

送附ありたきこと。

（4）第1［［の懇親噪餐會後に各地の同志の 

餘興披露したきによリ多數準備せられたき 

が。特に各地孩特の俚謠歌曲を御持參下さ 

い〇

C5）大命大學は大家數氏に講師委呢。

（6）猶舍費汽車貨等の諸費用の槪算は來/Ĵ 
號に詳報す。

¢7）大會事務所は長崎市銀屋町高原醫院內 
長崎エス會。

第22回日本エスペラント 

大會準備委員會

【金澤】★金涅エス會——口月下句以來硏 

究會出席者減少Qため12月は休會。】月より 

松田周次氏によって初等會員のため「イソッ 

プ物語」の續講をなすべく目下準備中。

【富山】★富山エス會——ザメンホフ祭終 

了後Kafejo “Sielo"で近く新京へ赴任の駒 

見文香氏の送別會を行ったC

【富山縣！ ★城端エス會ーー福光小學校の 

依頼をうけ外國兒童の自由畫を集めたが期間 

少なきにもかかはらず十數ヶ國、百數十枚を 

集めた。その展覽會は】2月1:开［から3日間。 

盛會であった。共によき宣储だった。♦驟前 

の標示板に「さよなら」と「歡迎」と英語で 

書いてあったのを斷然エス語に改めて乘降客 

の注日をひいた。♦每週金曜夜輪遭伶を•つづ 

ける。用書「イソップ」。

【奈良】前號旣银Jnvaの新聞社長Panidd 
氏一行は12月12-13兩日當市を見物。其の 

節氏は同志宮武正道君に『自分のエス語はま 

だ不充分だが、來年再び觀光團を率いて來る 

迄には充分勉强して说く。瓜哇の綠化遊勸は 

最近非常に盛んになった』と語り、同行の 

Batavia英語學校敎授Nabilev氏は『東洋人 
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同士が刊1解し合うのに英語を使うのは不合理 

だ』と述べヽ!FI夜はホテルに滞任したが父 

爭はホテルで収らず、『東洋人は東洋人の父物 

を父べまし上う』と民族意識を發揮しゝ市內 

の料理店で親了丼をうま和に食べた。翌日正 

午より歡迎會を宮武邸に開き能樂とジャバ舞 

踊に興じ、夕刻京都に向ったっ

【大阪】★大阪エスペラント會——珂月刘 

日=會話會.Trapezoにて開く 〇進藤氏の工 

ス誌!2月號所載歌の練習 があって後一同 

NeologismoよりEsp.のcelo等に就き大い 

に話し得る處大であったひ出席者1〇名。11刀 

280-例命、Z議本检讚後伊藝氏の14日附獴 

吿の話があり次いで大阪市立盲學校波阳光人 

先生『盲人Esp.運動の現狀』に就きケルン 

の盲人玲p.大令の報吿を點字雜誌に依って 

紹介され熱のある話であった、出席者17名。 

12«1「1=委員會、Trapezoにて、存名出席、 

!月例會行事・Z祭ゝ初等蒲習く別項の通）其 

他用要爭項打合をなす。12月5 ||=例會、Z 
誠木輪讀後R・〇.】2月號批养新同志3名の 

紹介及''コドモアサヒ”12刀相坂氏執筆の 

Z博士小傅記事乙紹介を.なし“E、p・書き大 

阪案內書の件報吿。以上伊藤・初等溝習刀豫 

吿.辻、z祭詳細報吿、多ni氏c臨時うの各委 

員の報吿があった。出席者23名。12月12 
H=例會、另讀本輪讀、會報3年4號發行\ 

同批評をなし伊廉氏編輯印刷の責任上說明あ 

り、我々の敬愛する同志山中英男氏のハルピ 

ン屮央電報局通信課長菜轉の報ありしを報 

吿多的ツヤ委貝の乃祭最後豫吿ありTagiĝo 
合唱敬會。出席者18名。司會西村正雄氏。

【兵庫縣】★Japana Koresponda Grupo の 

誕生 通信を以て全國的に同志に互に結び 

つく事を冃的として Japana Koresponda 
Grupoを設立。事務所は兵庫縣明石郡神出村 

岡部須美夫方。會費不要。ーー地方の會に入 

會の便のない方或はkomencantoj其他如何な 

る人をも入會僦迎。照會を乞ふc日下會員20 
名。 •

【名古屋】★下村氏歡迎會ーー1月7日19時 

より中區小林町松源にて來名中の下村芳司氏 

歡迎晚餐會を催す。出席者7名。和文エス譯 

の泉、エス述動の事ゝザ博士記念碑の事尊に 

つき語り22時半散會。★名古屋エス會—— 

定例會話會を1刀1〇日19時番茶の家で開く 

下村氏も出席さる。司會者は醫大の福慶氏。 

14名出席。22時過散會。（竹中氏報）

【四日市】La Verka Havenoの创刊京都 

大會參加.ザ祭と相續いたためかとみに活氣 

を呈してきた。新年を轉期として學習者續出。 

!月2 □北勢エス聯盟幹部の新年會を開き 

1934年の方針を定める。北勢エス聯盟の中心 

は現在の所四日市エス會（、舊橋北エス會;）。早 

速新年上り行ふことは會話練習命（適一囘）と 

初等講習Cl月15日より）の二つ。

【岡山】★來る三月發厅の岡山縣立潇業の 

校友會誌「成商」に同校三年の小六.吉岡、 

龜FHの三君が夫々エス宣傅の目的を以て作文 

*筆をとった。エスペラント文字が同誌に現 

れるのは初めてのがだから必ずや全校に大き 

な反響をよびおこすであらうと期年$される。 

★1）］14日から每ロ璨!0—12時。小生宅で 

縣商生徒中の希望者を集めて初等講習開始） 

♦本年度からエスH本社岡山支部の例會及會 

話仔硏究會を每月二囘小生宅で開催します。 

參加5名.（笹木健氏報）

（・鐵•道・と・エ・スH
【聯盟本都】1月の主要指導條項:今年は 

聯盟の力を充實すべく努力する。それには部 

內の認識を窩める宣傅を盛んにする半を第一 

とする。又鐵道關係業務に於てエス需を實地 

活用す。

【東京】諸種會合の口標を明らかにする事 

とする。敎育的なものは硏究會Cザ讚本）、特 

別硏究會Cドレーゼン・アンデノレセン、日本 

お伽）中等溝習（伊藤氏指洱カルロ;）Nova 
Kunsido （新祈白十字）とし他にgvidantoの 

相互硏究の!SめS!el3 Kunsidoを每週開《〇 

号例估命貝の懇親及機關誌の批評,今年から 

は更らに新味を加へる筈。

【名古屋】市內の同志と協力して汛囉ゝ

【京都】 硏究伶は勤務の都合上隨時に場所 

としては喫茶店、各H宅乂はピクニーコの形 

で開催。隣近の同志と訪問し合ふ。

.【福知山】屮等講習大谷氏指導のもとに開 

灌中。】2月3日第一囘總會■を開く。後これに 

引續き第三囘關西聯合會話命開催。大阪、吹 

m敦賀の友舍より參加多く尙遠くは名古屋か 

ら由比氏が參加されて錦上吏らに7Eを添へる 

の感がちったc

【大阪】 機關誌OFER创FIJ、書休を利用 

して硏究會を開く。缺席すれば金堂の食券一 

枚を罰として出さねばならぬ。

【直方】 業務繁忙の爲め集會は不能だった 

が今年は旺んにする意氣込。

【札幌】 童話讀本の硏究會は好調に進む。



】2月19日鐵逍クラブにザメンホフ祭を兼ねて 

納會を開く。

大學卒業論文にエス語
今春三月神戶谢業人學を卒樂される同志原 

本文夫氏はその學」論文として「シャル儿ジ 

ッドの連帶論を出されたがその附錄として 

113頁よりなるジッドとリストの共著の「經濟 

學說史」中の一章u 1^8 Solidaristes をエス 

譯して添へて提出された。これ迄經濟學方面 

にあまリこういった企をきかぬもので同氏の 

今囘の擧は實にエス語のこの力而への進出と 

して感謝すべきである。

理硏のエス論文

理化學硏究所からでゝゐるScientific Pa- 
pers of the Institute of Ph vsical & Chemical 
Rcsearchの第:焰S號としてS. Yamane氏の 

a La Kaŭzo de la influo de aldonitaj tub- 
stancoj al Ia malmoliĝa rapideco de gipscc- 
mento. I."及び第473號としてT. Maeda 
kaj K. Syozi 氏の しa likva fazo de port- 
landceniento je praktika mi k oproporcion な 

る共にエス文の硏究報吿を發表された。いっ 

もうまずにエス語を活用する前田勤氏等の窘 

ヵは感謝おくあたはざる所であるq宣傳も必 

要だがこういった實用こそ猶一層偉大な宣傅 

である。 ・

エス語電氣工學術語集
高木、人木兩氏の努力になる早稻田忑氣工 

學會雜誌に揭載中のエス英利三語對照の電氣 

エ學術語集のC—Gの部が第14卷第11號に 

揭載されたc四六借版】6頁分にていづれZ 
まで完成の曉は立派な竜氣エ學辭典として珍 

車されることと思ふ。兩氏の御奮鬪をのぞ 

む。

エス言語委員會委員ビして 
川崎、岡本兩氏當選

咋年11月1日のエスペラント言語委員會 

（Lingva Komitato）の規定の投票によって新 

にjapan-lingvanojとして川崎直一、岡本好 

次兩氏が當選された。（猶その得票は夫々&:黑 

中7 5, 73票であった〕。これに上って日本語 

委Rは西村氏と共に三名となった。

猶川崎氏は昨年學士院文法部長しippmann 
博士の推擧CGrosjean-Maup n氏の支持あリヽ 

により岡本氏は一咋年辭任の藤澤氏より後任 

として推擧され共に候補者となり去る11月の 

投票で當選したもの。*

我々は言語委員を鞭撻してもっと强く我々 

日本の同志の意見をLKを通じて全世界の 

同志に發表すべきであらう。

•あいさ］つ.

1933年の選擧で我等兩名わ言語委員に 

當選いたしました。

言語委員わhonoroでなくてlaboroと 

考えます〇 Japanlingvanojとしての立場 

より言語委員會の口的の達成をはかるの 

が我導の任務であると存じますc皆樣の 

積極的御援助おお願ひ致します。

川崎直ー 

大阪市住吉區濱口町.409
岡本好•次

束京市本鄕區湯島6の29

書籍ビエス語
★學術雄新原理日本（蓑田胸喜氏著）原理日本 

社發行。

上記新刊書中に次の如き標題の下にエス語 

に對する著者の「致命的誤謬」と認識不足を 

やってのけている。

「世界語と母阈語とプロレタリアート」「北 

一輝氏の『H本改造法案大綱』を檢討す」の 

一節中に「Ĥ本語麼比エスペラント語採用論 

の致命的誤謬 あり。〔金澤 桝野氏報） 

★友愛クラスを作れ（井竟品（東京止淀橋區 

百人町2新政社發行;）—卷磧に Dekla.acio 
（Iel' Amoなるエス文の「宜言」工ス譯あり。

・昭和七年度第二回簿演も講演集C京祁府樂

刑師會8年4月發厅）中に藥學藥業兩界にお 

ける藥名統一・問題」C波多野正信氏）の講演中 

エス詰に言及せし所多し.。

新聞雜誌とエス

★駒場學友館雜誌（第8號一8年じJD — 
二つの問題一Saliko C川村信一郞:）氏。

★名大C第十號・—12月20JJ號） エス讀 

者の會發表さる（記事つ 猶同誌には「エス 

ペラント满座」C名大エス會編）連載中。

★名古屋善事新誌ーー昨年度より矢崎富美人 

氏の「エス講座」連載中。

★名古屋新聞（HJJVTI;隨筆網「新渡戶博 
士の言葉」（石黑修氏） 賓

★同（11月15 日）隨筆欄 rNagoja ondoj 
（丸屋町生） . '
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★同 02月15日）窗筆欄「國際無線電話と 

國際語」C天野榮十郞氏）

★同 月25 n）rエス」誌讀者の會記事

★同〇2月】5日）ザ祭豫吿

★同C12月16H）ザ祭記事
★同 a月io日）賀状一棗（:柴田氏）

★誓香（滿鐵各圖書館報）53號C12月10日） 

----も一つの圖書祭リCLibrofestoの事）〇

★圃際排酒時報一门月15日號より野原休

氏の「エスペラント講義」連載中

地方會機關誌其他

本年度はSpaco節約のため今後は目次を省 

略します。その代りその內容の中で優秀なも 

の一般同志にinteresaなものがあれば本誌上 

へ轉載させていたヾくつもりでゐます。

★EĈ GUTO （嘉穗エス會）創刊號。

★LA VERDA HAVENO C 北勢:）。1・月號。 

★LA KRONIKO （岸和山）。第4號。

★LA VERDA STELO （ミヤコ）。12 刀號。1 
月號。

★la BULTENO DE KEA （神戶）。第12 號。

★國際速記C日本國際速記協秤）一周年記念 

Sto
★LA FERVOJISTO C聯盟通信改題）第2S號。 

★風陰語硏究（フロント社）第6號〇

ANONCO ★

---------學會よリ-------- --

・ヽ〇.製本
1933年度 Revuo Orienta 
の合本を製りたい方は二

月十日迄に雜誌を取まとめ學會宛御送附の 

上申込まれたし。但し製本代實費金40錢と送 

料12錢とを御送金願ます。（製本はクロース綴 

で背に金文字入。）

★初等講習（場所學會爭務所楼上）

2月5日より3月末日迄

每週月、木两曜午後7時より2時間

會費:——全期金3圓（前納の事）• 

（;學會々員に限り金2 ini）
講師:里吉重時

• Arĝenta Kunsido 銀座明治製集二階

Tra la tuta jaro senescepte 土!®夜 

7 時一9 時〇 VENU kaj vi vidos mal
novajn vizaĝojn. Parolu libere sur 
unu taso da teo. Esperanto certe 
farigos natura lingvo al vi. ■—i 

★大阪エス囂二月例會讒吿=每週火曜後7一 

9時。第三火!®會話會を平野町御堂筋Trap
ezo で開く。5日初等講習終了茶話命。6 fi 
KO批評。13 n R. 〇.編輯に關する討論。 

27 II藤間氏の話。以上會場大江ビル

II!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II»

編輯後記
★今月號は別に特別號とする豫定ではなかっ 

たのですが昨年12月に「遞信協會雜誌」に同 

協會名譽會員加藤順次郞氏が『國際語の確立』 

と題して十四頁に亘る長文の論文を發表さ 

れて國際語はエス語のみでないといふ風なこ 

とをのべ旣に1925年以來世界各國で電信平 

語と認められてゐる唯一の國際語エスペラン 

トの實勢力を認識せられざる如き論文にて官 

民大合同の國際語撰定の會を作れ云々と說か 

れた。猶乂同氏は臆測にてesp-istoは他の阈 

際語め硏究をおろそかにしてをるとのべられ 

た如きは誤った議論にて世界中で阈際晤考案 

の出る每に最も熱心に硏究するのはesp-isto 
であることや本誌でも之迄時々Ido, Occi・ 
Heinal, Novia!其他の國際語について揭載し 

てゐることについて御存じないこれら加瘵 

氏の誤解と誤認識をとけといふ叫びが隨分各 

地同志く遞信關係の）から投書され又同誌を當 

會宛おくられたものも多かった\

それで12月口頃右の反駁文揭載の件 

につき小生が同協伶を訪問したが編瞬主任が 

留守にて翌々日再び電話にて話し反駁文揭載 

をたのみし所「二三頁ならばのせよう」との 

返答をいた¢き1月早々原稿をおくった所前 

言を飜して揭載を拒絕されたC

それで世上之等の誤解をとくは我々全esp・ 
istaroの努力によるより外なき事を信じたの 

で二月號の特別記事として上記反駁文とは別 

に舊稿を訂正した「エス語は國際語の最終解 

決なりや」との論丈を發表する事に決心したC 

この）〇頁に迁る論文は或は?頁位宛にわ 

けて連載してもよかったが各地よリの加就氏 

論文に對する反響が絕大であった事と一日も 
早 く skeptikemaj inteligentuloj の kontraŭ- 
esperantismoを一掃するため冇おな材料と 

考へ全部をこゝに揭載することにした。

猶一月號に揭載すべき內地報道が二月へま 

わってきたので本號は門地很道が多くなりま 

した。以上二つの理由で舉習記ヅが亠分のせ 

られなかったがをおわび致します。

★內地報道記事aF¥に寫眞）は每月1〇 □頃迄 

に送られたし。CJ・〇）

★廣吿頁へ不誌咋年决總目鎧添付しましたユ
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豫約申込上の御注意

1. 御住所姓名は和歐兩文で明瞭に。

2. 繼續乂は新規巾込の別を谢記のこと。

3. 繼續お中込みの方はローマ字綴りは， 
從前どほりお認めください。從來より御住所 
變更のばあひはその旨お書添へくださいC

4. おM込みはいつでも受附けますが每月 

二十五日ころに締切って送金いたしますから 
お含みおきください、但し一月は月末締切"

5・國際返信切乎は全國の一•等郵便局で 
密ってをります。三等集配局でも中込めば取 
寄せてくれます。

6 國際返信切手は左側の囿內に發行局の
日附消印を受けてください。

7. 國際返信切手が所要枚數だけ集まらな 
かったばあひは一枚を二十三錢に換算し現金 

による定價C特價あるものは特價）から差引 
き、殘金は小為替か振替貯金でお送り下さい。

8. 阈際返信切手乂は爲替で御送金のばあ 
ひは書留で願ひます。

9. 定價その他は四圍の事情の變化により 
豫吿なしに變更することがありますからお含 

みおきください。

10.不着その他事故に關する責任は負ひか 

ねますが照會等の勞は執りますからM故の生 
じたばあひは本會ちて一應お訊ねください。

HEROLDO DE ESPERANTO 諜驚浑
內容:各域jエス界ろ峙茅報道・新刊紹介•世界各地からの珍らしい通信・珍奇な世界時 
事寫眞•珍聞奇話•文通希望欄・〔特輯欄〕文英、美術・音樂、地理、言語上の論戰等 

ヘロルドを讀まなければ時弋におくれる!！

定價一年分十二マルク（時價【・五圆）のところ 特!! 一年分十二IBĈ國際返信 
切手ならば四十八枚） 牛年分六團五十錢（國際返信切手ならば二十六枚）

POLITIKA SOCIALA REVUO 倍判ハ十頁の大曲 

同人はフランス諸大學の敎授達・編輯はG. Wnringhien敎授。主として政治・社會• 
經濟學に關する新しい學說•評論等紹介。その方面の專門家及び學生諸氏にすすめるC 

定債 一年分ハ圓のところ 特Jt 一年分七團（國際返信切手券ならば三十枚） 

LA PIRATO 觀唱b亂豐巴1:;牆 月刊・菊判十六頁

エスペラント文壇隨一の諷刺作家 Ravmond Schwartzを船長;とする海賊船・エスペラ 
ント海を荒しまはります、痛烈な皮肉と諷刺でいろんな事件や雜誌など柚玉にあげてC 

定價 一年分三m!のところ 特價 一年分二團五十錢 半年分 一闻三十録

LITERATURA MONDO 翠帶嘴-器槃嘤
內容:文學論・原作小說・詩・各阈文學作品の飜課・美術評論・各國名畫寫眞•映畫卿 
雜誌圖:書批評誌B1BLIOGAFIA GAZETO C季刊•菊判十六頁〕發行毎に無代添附。

定價一年分九圓特賈一年分七團五十錢［國際返信切手ならば三十枚） 
半年分四 團く „ 十七枚）

la Praktiko 捲お紺\霊;严 月刊・菊倍判十二頁

每號寫れ版多數入りゝエスペラント界の亟要出來が報道•笑話•逸話•通俗科學小記事•懸 
賞の註等々興味中心の運動・學習雜誌"これを讀めば笑ひながらEsp.に上達する。

定價2.50グルデン（時偵五口）のところ 特價 ・年分匹團五十錢（國際返信 
切手ならば十八枚） 半年分 二®］三十錢:國際返信切手ならば十枚）

SCIENCA GAZETO 隔月刊•菊判:0頁ハポイント組

自然科學に關する各種の記事を輯めたもの。專門家は勿論のこと、その他の人々でも、 
科學に多少の興味を持つ人々は苑らず御豫約あれ。

定價一年分一弗（峙價三m!三十錢）のところ 特價一年分二團

审京市木鄉 
元町一 丁 H 歉日本エスペラント學會薦穎幣2霧



新着再着洋書案內 _____

SAT版

UNUA LEGOLIBRO 卑,恥
He：

定價1 
送料

內容は I. Anekdotoj, II. Pensigaj rakontetoj, III. Paĝoj de 1'Rido, 
IV. La Lingvo kai ĝia Vivo, V・ Priskriboj, VI. La Scienco kaj la 
Instruo.各章に批剝的な註がついてゐるからかなりに程度の高い人々 
の輪讀用にも適し,讀物としてもおもしろい。
（御註文の際はSAT版とお書添へください。）

GVIDILO TRA
LA ESPERANTOMOVADO 定僧80錢

送料2
エスペラントの宣傳をするにぜひ心得ておかなければならない要項を 
あつめ，左おエスペラント運動の組織についても要頷よく說明してあ 
る。エスベランチスト必携の運動一般指導方針書である。

Paul Neergaard : FREMDVORTOJ 「
EN ESPERANTO 翳11

エスペラント全文法第十五條「外來語採用の法則」に關する詳細な硏 
羿。Esperantologoを講習會指導者は右とより，neologismo問顋の 
喧しいお!）から,幾分でも音語問題に興味を持つ人々はぜひ一讀あれ。

Georgo Bastjen : LA LI bEREC AN A SOCIO
定價70錢 送料2錢 

自由主義的社會•主義に關する小論文。
- - - -- —--- - 一 一 一-一 一 - - _ ----- ---  ——------ —

Novikov-Priboj : LA SUBMARINISTOJ
「彳シマ」（「F1本海海戰」）で目下大評判のプリボイの海軍物實話小說 
沈沒した潜水艦の乘紐.aが奇蹟的に助かる話。

M. C. Butler : STEP BY STEP
IN ESPERANTO i^TII 

圭好評の趣味の獨習書，しばらく品切れのところ小部數入荷。ま仁も 
______賣切れぬうちに御註文あれ。 _____

Ed inburgh: ESPERANTO
POCKET DICTIONARY 麴,?70i 
霍凳殳蠶お訂英辭典として大歡迎の新版エヂンバラ。品切

東京市本鄕 
兀町一 丁 ti 激日本エスペラ 勰隸膠尊



釈・

新 刊 洋 書

Dante: INFERO
K. Kalocsay 譯 

世界のエスペランチスト注視の中に現れた詩 

聖ダンテ「神曲」の第一部。譯者は今を時めくエス 

ペラント文壇の王者，詩の飜譯にかけては正に稀代 
の魔術師である。この「地獄篇」一卷こそ，エスペラ 
ントが,文學飜譯語ごして,如何に比類なく優秀で 
あるかを證して餘りあるものである。

定價ハ圓八拾錢のところ,學會會員二月中のお中込みに限リ特價四囿・ 
送料十五錢。（但し部數僅少につき賣切のばあひは期間屮でもお斷り）。

り特債三團 
料十五錢。

エコスロノヾ

Vladyka： Ml EN LI
定價四凰のところ，今回入荷のもの二十部に 
（學會會員には更に五+錢引卽ちニ團五十錢）

近代婦人生活の描寫とerotikecoを以て知られる'現チェコスロバキヤ文 
壇の寵兒Vladykaの傑作小說。構想の語と描寫の迫眞性とは,讀みはじめれ 

“'fかせない。

新生UEA
全世界のエスベランチストは一人殘らず新生 
UEAに參加しこれを支持する義務がある。

Simpla membro CMembrokartoを受け，UEAの諸旋設を利用し得J會费不用。 

但し，「1衣エスペラント學會正維持員（年額三風）に限る。學會のiE維持員 
はそのままUEA 〇 simpla membroと見做される。

Aktiva membro. A.（年鑑を受くるもの）會費五［H1のところ特價三圓。
B・（無鑑とEsperantoを受くるもの）會血十二圓五十錢のと 

ころ特價七圓五十錢。

Subtenanto （賛助會貝）會費年額二十五圓。

注意 Aktiva membroになるには前もって學會の正維持員にならなければな 
りません。

聲爵更辛曹毀日本エスペラント學會 翻劉觀
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〔特價期問一月末日まで〕 

特價十三BB五十錢 

送料四!B九十錢

國際返信切手なら六十二枚 

上製七》］五十錢C又は返 
信切手二十五枚）堆 

書留五BB （乂は返信切手 

十六ĴBD增

住所姓名c ローマ字綴）およ 
び8,9,10中の選擇本明記 

至急お申込みあれ。

Hekler: Arthistorio T
Jeluŝiĉ: Cezaro
Slonimski: Mia Vojago en Sovetio 
Ĉeĥoslovaka Antologio
Engholm :長篇小說 
Weinhengst:社會小說
Szilagyi:長篇小說
Kalocsay: Lingvo Stilo Formo 又は' 

Totsche .* De Paĝo al Paĝo 人

Engholm : Homoj sur la Tero 又は 會 

Forge: Mr. Tot aĉetas mil okulojn 又は（©卩 

Szilagyi: Trans Fabeloceano （皓

Kalocsay : Rimpo讥retoj 戈は SE
Goethe: Romaj Elegioj 又は 本

Baghy: Preter la Vivo ,

1.
2.
3.
4.
5・
6.
7.
8.

9.

10.
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